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平成２９年１１月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成２９年１１月１７日（金）午後２時１５分から 

 

２ 場所 石薬師小学校 図書室 

 

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），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），書記（永井

洋一），書記（川村浩司） 

 

５ 議事 

（１）就学等に関する規則の一部改正について           （教育指導課） 

（２）鈴鹿市教育委員会文書管理規程の一部改正について      （教育総務課） 

（３）給食費の改定について                   （教育総務課） 

 

６ 報告事項 

（１）平成３０年鈴鹿市成人式について              （文化振興課）                

（２）鈴鹿市立図書館における冬季イベントについて          （図書館） 

 

７ その他 

（１）１２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 ４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１１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。本日は小学校での出張開催でございます。先ほどは体育の授業，算数の授業の中

で，子どもたちの姿を見せていただきました。子どもたちや現場の雰囲気を感じなが

ら教育委員会定例会をさせていただきます。石薬師小学校の校長先生を始め，教職員

の方々におかれましては，御協力ありがとうございます。また，学校運営協議会，Ｐ

ＴＡの関係者の方々におかれましては，お忙しいところ傍聴いただき，ありがとうご

ざいます。どうぞ，よろしくお願いいたします。 
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（教育長）それでは，議事に入ります。議案第１８４２号「就学等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，就学等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。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは議案第１８４２号の「就学等に関する規則の一部

改正」について，説明申し上げます。議案書の３ページを御覧ください。平成２７年

３月に，学校教育法施行規則，小学校学習指導要領，中学校学習指導要領及び特別支

援学校小学部･中学部学習指導要領の一部改正が行われ，従来の「道徳の時間」が新

たに「特別の教科 道徳」として位置付けられました。このことに伴う，指導要録の

書式の改定でございます。指導要録には，児童生徒や保護者の名前や住所，学校の所

在地等，転学や進学先等を記録する「学籍に関する記録」と，教科等の学習や行動，

出欠状況を記録する「指導に関する記録」の２種類がございますが，今回の改定は，

小学校で平成３０年度から，「特別の教科 道徳」が完全実施されることから，小学

校児童の「指導に関する記録」の一部改定となります。３ページ右上の「特別の教科   

道徳」の記録欄を御覧ください。この部分が新設される箇所でございます。これまで

の道徳は，教科ではなかったため，学習状況を指導要録に記録として残す必要はござ

いませんでした。しかし，教科化に伴って学習状況を記録に残すことが必要となって

まいりました。「特別の教科 道徳」の評価につきましては，児童生徒の学習状況や

道徳性に係る成長の様子を見て，励まし伸ばす積極的評価を他人との比較ではない

個人内評価として文章で記述することになります。数値による評価は行わないこと

となっておりますことから，記述ができるように各学年の枠をとってございます。

「特別の教科 道徳」の枠を新設したことで，総合的な学習の時間の記録欄がこれま

での書式より若干狭くなっております。「指導に関する記録」は，３ページと４ペー

ジが表裏で印刷され１枚で構成されるため，参考として４ページにも「指導に関する

記録」の裏面を示させていただきましたが，４ページで変更する箇所はございません。

小学校児童指導要録の「指導に関する記録」で変更する点は以上でございます。「就

学等に関する規則の一部改正」について，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）先ほど励ましの言葉などを伸ばす意味で評価を書くというお話がありまし

たが，今回初めてのことなので，事前にこのような視点で書くというような研修など

は行われるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）教科化に伴いまして，これまでの授業とはどのような違いがあるのか，
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あるいは評価をどのようにしていけばよいのかということにつきまして，迷いのある

先生方もいるのも当然のことだと考えております。不安を少しでも払拭するために研

修は欠かせないと考えており，今年度に入りましてから道徳教育の担当者に集まって

いただいて，道徳教育の方向性や評価などの説明会・研修会を開催しております。ま

た教科化に向けまして，授業づくりや評価の在り方について，担当者会での説明を受

けて，校内で道徳教育の研修会を開いてもらっています。また１０月には教科化を見

据えまして，小学校で授業公開をしていただき，市内の全小中学校から道徳の担当者

に参加してもらっています。授業後の協議会でも授業や評価の仕方についての話合い

がされておりまして，今後も評価の視点等の資料を提供するなど，教科化に向けて支

援をしていきたいと考えております。 

 

（福嶋委員）こういう評価というのは，担任が書くものですよね。そうすると，一人の

担任が書く訳ですが，それに対して校長先生の目を通すであるとか，第三者が見ると

かそういったことは行われているのでしょうか。 

 

（教育指導課長）指導要録は担任が作成します。そのあと必ず校長の承認を受けること

となりますので，担任と校長は，必ずこの指導要録について目を通すことになります。

そのほかの教員につきましては，特に目を通すということはありません。経験の浅い

教員に対して書き方の相談に乗ることはあります。 

 

（福嶋委員）個人が書くことなので，あまり大きなぶれがあったりするといけないと思

って，お尋ねさせていただきました。 

 

（教育長）中学校では学年の部会で，どのような表記にしようかなどの話合いが行われ

ます。小学校では隣のクラスの先生と，相談することがあると思います。 

 

（山中委員）今年道徳の担当者会等を何度か開催いただいたということで，だいぶ学校

現場も落ち着いてきているとは思いますが，４月当初から比べて道徳の授業の対し

てどんな声が聞こえてきていますでしょうか。不安等まだまだあるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）まだ教科化が実際に行われていませんので，どのようなイメージを持

っていただいているかは，具体的に把握はしておりません。担当者会では，評価をど

のようにしていけばよいのかというのが心配であるという声を一番いただいていま

す。評価の在り方につきましても，簡単な例文等を示し，簡潔に道徳的な活動を通し

て成長していった部分を記述に残すということで，何度も資料を提供しながら少し

ずつ進めているという現状です。 

 

（下古谷委員）評価というのは，先生だけではなく保護者からしても非常に敏感になる

ところだと思います。ただ，今説明いただいた中では，きちんと研修等も十分にされ

て，スタンダードになるような評価基準の勉強もされてということなので，是非ある
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程度平均的であり，偏った評価にならないかたちでお願いしたいと思います。あと，

保護者への道徳教育が導入されることのアナウンスはされているのでしょうか。 

 

（教育指導課長）来年度の教科化に向けまして，教科書の採択がございましたので，教

科書展示会を開催しました。その展示会は保護者等にも案内させてもらいまして，来

年度から実際に使われる教科書を見ていただく機会も設けさせていただきました。そ

のほかには道徳の教科化についての周知はしていないです。様々な声を聞かせていた

だいて，必要であれば案内したいと思います。 

 

（教育委員会事務局参事）あと，教育委員会だより「遥か」が鈴鹿市のホームページに

公開されておりまして，道徳の教科化の内容等について掲載しております。特に考え

る道徳ということで，今までは価値観が決まっていたこと，例えばごみが落ちていれ

ば拾うということが道徳的であるということでしたが，今からは拾うということが大

切という人もいますし，拾わずに落とした人に知らせてあげるのが良いという価値観

があり，様々なことを考えるという方向に進んでおります。このような内容を書いた

教育委員会だより「遥か」を鈴鹿市ホームページで公開しております。 

 

（教育長）今のごみの例はほんの一例です。様々な迷うような場面を設定しています。 

 

（伊藤委員）１年生から６年生という子どもが大きく成長する中で，１年生にとっての

道徳，６年生にとっての道徳は少しずつ変わっていくと思います。そのあたりの柱が

難しいのかなと思います。１年生にはこうあるべき，でも６年生になってくると多種

多様ということがあり，先ほど教育委員会事務局参事が言われたように拾うのが本当

に良いことのなのかということになり，評価そのものが大変難しいと思います。担当

者会議で絶えずコミュニケーションを取っているということですが，各学校の道徳教

育の担当者は，各学年ごとの柱をお持ちなのでしょうか。 

 

（教育指導課長）道徳教育の担当者は，学校では道徳教育推進教師という位置づけでご

ざいまして，道徳教育の全体計画や，各学年の年間指導計画を作成するということに

なっています。全体計画ということは，学校全体の道徳教育推進のあり方をまとめる

ことになりますので，全体計画を通して学校全体で特にこの学校ではこの部分を重視

していきたいというようなことは，全職員で共有できることになります。そういった

計画に基づいて，それぞれの学年の発達段階に応じて道徳教育を進めていくことにな

っています。 

 

（教育長）そもそも学習指導要領には，ねらいのようなものはありますよね。 

 

（教育指導課長）学習指導要領にも道徳教育の目標や学年ごとの内容項目が示されてい

ます。そういった内容項目，学習指導要領の目標に沿って道徳教育を進めていくとい

うことです。これは全国共通の取組になります。 



5 

 

（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１８４２号｢就学等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１８４２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１８４３号｢鈴鹿市教育委員会文書管理規程の一部改正

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，鈴鹿市教育委員会文書管理規程の一部を改

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。 

 

（教育総務課長）それでは，議案第１８４３号「鈴鹿市教育委員会文書管理規程の一部

改正について」を説明申し上げます。７ページは，議案として提出いたしました一部

改正の改正文及び改め分，８ページ及び９ページは，議案資料となります改正部分の

新旧対照表でございます。それでは，８ページ及び９ページの新旧対照表を御覧くだ

さい。この度の一部改正は，収受印を押印する文書に，例外規定を設けるため，また，

軽微な字句の修正を行うため，所要の改正を行うものでございます。収受印を押印す

る文書に，例外規定を設けるための主要な改正は，８ページ中ほどの左，改正後の欄，

第９条第１号のただし書きに「電磁的記録及び所管課長が押印する必要がないと認め

たものについては，この限りでない。」と，明記いたしました。そして，裏面の９ペー

ジ，第９条第４号では，電磁的記録の収受について，ア，イ，ウの３通りの方法をも

って，わかりやすく整理いたしました。アは，インターネット関連の電子媒体です。

イはＤＶＤやＣＤ等の記録媒体です。そして，ウは従来どおりの紙媒体でございます。

そのほかの下線の改正部分につきましては，軽微な字句の修正でございます。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）９ページのところで保管期間のことが出ておりますが，教育委員会事務局

ではどういう期間が保管期間となっているのでしょうか。 
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（教育総務課長）文書の内容によって保管保存する期間が決まっており，１年，３年，

５年，１０年，永年と決まっております。 

 

（福嶋委員）永年に保管するということもあるのですね。 

 

（教育総務課長）重大な決定や土地の関係，大きな財産の購入，永年保存していく必要

がある場合については，そのような管理をいたします。 

 

（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，お諮り

します。 

 

（教育長）議案第１８４３号｢鈴鹿市教育委員会文書管理規程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１８４３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１８４４号｢給食費の改定について」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，給食費を改定するについて，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。 

 

（教育総務課長）議案第１８４４号「給食費の改定」について説明させていただきます。

まず１１ページを御覧ください。この度改定する案でございますが，改定額が幼稚園

及び小学校が月額４，２００円に，中学校が月額４，７５０円に改定するものでござ

います。改定時期は平成３０年４月１日からと考えています。１２ページを御覧くだ

さい。改定の主な理由についてですが，学校給食で使用している牛乳の補助制度とい

うのがございまして，大内山牛乳の紙パック１本あたり２円農林水産省の補助をいた

だいていたところが，農林水産省の決定で平成２９年度３月末日をもって終了となり

ます。その分に見合う必要最小限の値上げを行うもので，平成３０年４月から給食費

を改定するものでございます。具体的な改定内容が２でございます。幼稚園及び小学

校で２円上がることによって，給食予定回数１８７回を夏休みを除いた１１か月で割

ると，１月あたり３４円の給食費の上昇となります。現在の給食費４，１００円に３

４円を足すと，厳密には４，１３４円となりますが，１００円単位での切り上げとい

うことで４，２００円にしたいと考えています。続きまして，中学校につきましては，
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平成３０年度の給食予定回数１７６回に２円を掛けて，１１か月で割ると１月あたり

３２円の上昇となり，現在の給食費４，７００円に３２円を加え４，７３２円となり

ますが，５０円単位での切り上げとさせていただいて，中学校については４，７５０

円とさせていただきたいと考えています。なお，小学校の１００円単位での切り上げ

については，切り上げの計算上，１月６６円の上昇分については，昨年の子どもたち

からのアンケートの結果，デザートや果物，変わり御飯等の献立費用の一部に充てた

いと考えています。参考事項として先ほど申し上げましたが，これまで補助をいただ

いていた１本あたり牛乳４５．８円が来年度は４７．８円となります。そして，本市

の改定の経緯は，平成９年，平成２２年，平成２６年という内容で改定を行ってきま

した。続きまして１３ページを御覧ください。県内他市の給食費の状況ですので，参

考までに御覧ください。続きまして，６，７については御覧のとおりで，特に７につ

いては，今後消費増税があった場合など必要に応じて，給食費の改定を検討する可能

性があるという内容になっています。なお，１４ページからは，この度の学校給食費

の改定につきまして，鈴鹿市学校給食協会からの所見，また，その下に組織する給食

費検討委員会の内容については，１５ページ以降の内容となっています。給食費検討

委員会はこのようなメンバーで，今回の給食費改定について意見聴取したところでご

ざいます。最後の１６ページには給食費検討委員会をこれまで本年９月１２日並びに

本年１１月６日に２回開催し，いろいろな意見をいただきながら今回の牛乳の値上げ

につきましての意見を聴取した上で，最終的に１４ページの鈴鹿市学校給食協会で，

今回の給食費改定について提案をいただいたところです。外部の委員会等の経過は以

上です。今後の予定でございますが，議会については，去る９月の鈴鹿市市議会定例

会の文教環境委員会にて，既にこの給食費改定の説明をし，了承をいただいています。

本日承認を得られましたら，もう一度１２月以降の議会での報告を行うとともに，年

明けの１月から保護者に来年度の給食費改定についての通知を行い，３か月ほどの周

知期間を経た上で，４月からの給食費の改定というスケジュールを考えています。説

明は以上です。よろしく，御審議ください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。 

 

（伊藤委員）１３ページを見ると，鈴鹿市の給食費が４，１００円で一番低いです。今

日は校長室で給食をいただきまして，やはりあの給食が１食２４０円ぐらいでできる

というのは，難しいことだと思います。値上げすれば良いという訳ではないというの

は分かっているのですが，昨年の問題もありますので，給食を減らすよりは，あれだ

けの栄養価があって，きちんと量も確保していただくのであれば，もっと多く負担し

ても良いから給食の回数を多くしてもらうのも，保護者にとってはありがたい話では

ないかなと思います。そのあたりは費用対効果もあるとは思いますが，回数も含めて

４，１００円ぎりぎりでやっているということが本当にいいのかどうか，もう少し話

し合っていただくのが良いと思います。 

 

（福嶋委員）１６ページの意見というところで，栄養教諭の先生からは，予算が厳しい
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ので少しでも給食費を上げてもらうと助かるという意見がありますが，中学校の校長

先生はあまり意見がないという消極的な取組方である気がします。そのあたり，今回

の委員構成に校長先生が結構多いので，今回の最低限上げましょうというのに落ち着

いたのかなと思いますが，いかがでしょうか。 

 

（教育総務課長）まさにおっしゃるとおりです。給食費を必要最小限に上げるのを是と

するか，もう少し充実させたほうが良いのではないかというような，いろいろな意見

が交わされたところでございます。そのような中で，特に来年度は幼稚園の保育料が

上がるというタイミングでもあり，非常に悩ましい部分もありました。やはり客観的

に見て２円というのは致し方ないであろうといった観点で，それに見合う必要最小限

の分の改定をさせていただいたところです。また，小学校について１００円単位にさ

せていただいたのは，デザートの１つでも付けられるのではないかという意見を反映

した結果です。栄養教諭の気持ちとしては，もう少し充実したいという意見も確かに

出されました。しかし，必要最小限のカロリーなどは十分確保されておりまして，そ

の点については支障はないと思っていますが，さらなる給食内容の充実に努めてまい

りたいと考えております。 

 

（福嶋委員）１３ページで，四日市市の場合は４年生から６年生は４，６００円という

ことで，鈴鹿市よりも５００円高いということになっています。もし御存知であれば

他市のことではありますが，なぜ四日市市はこのような値段になっているのでしょう

か。 

 

（教育総務課長）四日市市は低学年と高学年と２段階になっています。こういう決め方

は，発達段階においてカロリーや量を勘案していただいたところだと思います。津市，

亀山市，鈴鹿市は幼稚園でも小学校６年生でも同じ金額というのは，全体の期間では

同じ金額であろうというので設定したということだと聞いています。 

 

（福嶋委員）お尋ねしているのは，鈴鹿市の給食費と比べて低学年で３００円，高学年

で５００円と値段がだいぶ違うのは，四日市市はなぜ高額にしているのでしょうとい

うことなんです。 

 

（教育総務課長）この金額につきましては，給食の内容やカロリーというのは同じだと

思いますが，設備のコストなどでやや割高になっているのではないかと推察されます。 

 

（伊藤委員）よく休みの前になると，もう子どもが学校から帰ってくるというのは家庭

で良く聞かれることだと思いますが，保護者にとって給食の回数がもう少し多い方が

ありがたいと思います。給食費検討委員会で委員をきちんと構成していただいて，意

見を集めていただいているのはわかりますが，家庭の意見というのは聞いていただい

ているのでしょうか。 
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（教育総務課長）給食費検討委員会のＰＴＡ連合会の役員の皆様方の御意見も取り入れ

させていただき，鈴鹿市ＰＴＡ連合会の会合にも数回お伺いさせていただいて，役員

会での話もさせていただいております。そういった中でいろいろな意見を聴取しなが

ら，この提案内容ということでさせていただきました。 

 

（伊藤委員）以前に，本当に厳しい経費の中で運営されたという話も聞いています。市

で流通の経路や，いろいろなところで苦肉の策で安く材料を集めていただいており，

この４，１００円というのは，かなりぎりぎりのものではないかなと思います。今回

改定ということで落ち着かれましたので，良いかなと思いますが，次回の改定につい

ては，あまり市に負担があるのもいかがなものかなと思います。給食回数のこともあ

りますので，そのあたり次回は各学校の保護者の意見も聞かれて，鈴鹿市だけ給食費

が低すぎる気がしますので，給食費を上げれば良いというものではないですが，上げ

る方向で進めていただければと思います。 

 

（教育長）貴重な御意見ありがとうございます。 

 

（教育総務課長）伊藤委員，ありがとうございます。これからも給食費を改定するとい

うのは，３か月の周知期間もございますので，その期間内に保護者の方々からのいろ

いろな意見があると思います。それにつきまして，真摯に受け止めさせていただきな

がら次回，その次の給食費改定がある場合は，しっかり反映させていくとともに，給

食費の検討委員会や鈴鹿市学校給食協会というのもございますので，しっかり連携を

取りながら給食の充実を図っていきたいと思います。 

 

（教育委員会事務局参事）教育総務課長が申しましたとおり，非常に努力した中でこの

ような改定になりましたが，もうすぐ消費税の増税もありまして，そういったことも

にらんで今回の改定になりました。また，アンケートにつきましても昨年度実施して

おりまして，給食回数などの御意見もいただいておりますので，参考にしながら実施

しております。また，伊藤委員が言われたように給食費の支払い方法などのいろいろ

な仕組みを来年度から改定するという方向になりまして，できるだけ努力をした中で

どうしても無理な場合は，消費税の増税に合わせながら改定もしていきたいなと考え

ておりますので，よろしくお願いいたします。 

 

（山中委員）最近の給食費の未収率はどれくらいですか。だいぶ減ってきていますでし

ょうか。 

 

（教育総務課長）１パーセント未満と把握しています。 

 

（山中委員）だいぶ減ってきているんですね。 

 

（下古谷委員）福嶋委員，伊藤委員含めていろいろ言っていただき，そのとおりだと思
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います。ただ，いろいろな考え方の保護者の方がみえます。私も子どもが小学校に通

っており，給食を非常においしいと言っています。今回この６６円分でデザートなど

が加わるとなると，ますます子どもたちは喜んでくれると思います。皆さんが努力さ

れている中で４，２００円になりますが，非常に安くて保護者にとっては当然ありが

たいことだなと思います。ただ，先ほど教育委員会事務局参事がおっしゃられたよう

に，道徳の教科化で，道にごみが落ちている場合，拾うべきだ，あるいは落とした子

に知らせるべきだなどいろいろな考え方があると思います。保護者の中にもひょっと

すると他市との給食費を比較したときに，鈴鹿市が低いので栄養価が低いのでないか，

悪いものを出しているのではないかというように考える方もいるのかなと思います。

ある程度周辺の他市に揃えるというのも，そういう観点からも良いのではないのかな

という気がします。 

 

（山中委員）私も同意見です。金額は安いに越したことはないと思います。そういった

意味では鈴鹿市は頑張ってもらっていると思います。栄養教諭さんが書いてもらって

いたとおり，給食の現場は野菜等を購入する際にも結構頭を痛めながら地産地消とい

うことで鈴鹿市産，三重県産，それでもない場合は地域を広げてと，地元のものを集

めていかなければということを念頭に置きながら，なかなか品質も揃わない，価格も

高いといったことがあり，給食現場は頭を悩ませながら価格を考えながら，やってい

ただいているのが現状だと思います。私も校長経験者ですので，校長を軽視してはい

けないのですが，現場の栄養教諭さんの声というのは大事にしてあげるべきかなと思

います。そのあたりを念頭に置いていただいて，子どもが楽しみにしていますので，

おいしい給食を作っていただきたいと思います。 

 

（教育総務課長）県内他市についても給食担当の交流会というのがありますので，献立，

カロリーなどしっかり情報交換して足並みを揃えながら，今も栄養価は変わってない

ですが，他市と比べて栄養価が低いというようなことがないよう，さらなる効果的な

給食運営をこれからやっていきたいと思っておりますので，よろしく御理解いただき

ますようお願いいたします。 

 

（福嶋委員）多種多様なものを食べるということは大事なことです。給食を作っている

方が値段ばかりを気にして努力されているより，むしろ，こういうものでおいしいも

のを作りたいなとか，食事は楽しいものなんですよというレベルで工夫できるような，

少しの余裕ができる給食であってほしいと思います。 

 

（教育長）食というのは本当に大事ですので。御意見ありがとうございます。 

 

（伊藤委員）孫が二人おり，学校から帰ってきてもお腹が空いたと言って帰ってくるわ

けではないですので，かなり量の確保もされていると思います。今日，給食をいただ

いきましたが，そこそこの量も確保していただいており，皆さんの努力を見ると，こ

の給食をこれだけの単価で食育をしていくのも非常に難しい話だと思います。抜本的
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に，例えばじゃがいもは剥かない，北海道で切ったものを全部仕入れるなど，もっと

抜本的にやっていかないと単価自体は絶対に落ちないと思います。まして野菜も高く

なってきていますので，各市町ではなく県全体くらいのもっと大きな中で，じゃがい

も，にんじん，たまねぎなどを県単位で大きく作って，ある程度大きなレベルで考え

ていかないとおそらく値段というのは難しい話になるのではないかなと思います。そ

のあたりは県の話かなと思って聞かせていただきました。 

 

（教育総務課長）野菜価格の安定というのが一つ問題になってきます。また地産地消で

良いものを使おうということがあります。最近の動きとしては鈴鹿市の地産地消計画

というのを農林水産課でやっている訳ですが，その中に若干参画させていただいてい

る中で，ＪＡ鈴鹿さんへの働きかけ，ＪＡ鈴鹿さんが子どもたちの給食のために特別

に野菜を確保するという動きが，特に中学校給食において進んでいます。これにつき

まして，品質が良く地産地消で価格が安定しているというところについて，今後鈴鹿

市としても中学校とともに小学校についても，このようなＪＡ鈴鹿さんと流通の改革

といったところに参画していくことによって，安定した給食の提供について，今後検

討していきたいと思っています。 

 

（伊藤委員）昨今，冷凍の技術が非常に安定してきたので，即冷凍して組織を壊さない

というのを鈴鹿市の農協さんが持って見えないでしょうか。きっとそれがあればうま

くいくのではないでしょうか。急速冷凍で解凍しても組織を壊さない，あまり水が出

ないというのがあって，大きな組織がそれを持てば，収穫の時期にそれを確保してカ

ット野菜などで提供するというようないろいろなことができると思います。鈴鹿市が

頑張って安い給食というのも大事だと思いますが，もう少しＪＡさんなど外に目を向

けてもらいたいと思います。 

 

（教育委員会事務局参事）ＪＡ鈴鹿さんもそうですが，北勢青果商連合さんも納入いた

だいておりますので，ＪＡさんばかりではないです。 

 

（教育長）給食一つでも様々な方の御意見いただいたり，御努力いただき，また保護者

の方の御意見もいただきながら今日の提案をさせていただきました。ほかはよろしい

でしょうか。 

 

（福嶋委員）給食費のことではないのですが，食べるときに食の細い子とたくさん食べ

る子といらっしゃいますが，この前平田野中学校へ行ったときに見ていたら，給食を

配るときに少なめに配っていて，いただきますのあとに食べずに追加が欲しい子は追

加しに行っており，結構たくさんの追加がありました。女の子はスマートになりたい

のか，そのままという食べ方をしていました。そういうところはどういうところを工

夫して，どういう姿が本当は望ましいのでしょうか。 

 

（教育委員会事務局参事）福嶋委員がおっしゃられたとおり，本来は決められた摂取量



12 

というのがありますので，最低限それを守るように全体に等しく配るのが理想なので

すが，大きなお鍋で来たようなものはある程度残ります。足らなくなるとまた集めな

くてはいけませんので，ある程度残しておいて欲しい人に分けるということをしてい

ます。特に中学校の３年生の場合は，男の子はすごい食べるのですが，女の子は少な

めという状況で，本来のエネルギーを取れているのかなというのはあるのですが，そ

のあたりは自主的な判断に任せています。小学校の場合は全体に配ってしまってとい

う方が多いと思います。 

 

（教育指導課長）私が小学校現場にいたときは，大体食缶が空になるような盛付けをし

ていましたし，男の子，女の子分け隔てなく食べておりました。さらに欲しい子はも

う少し盛り付けを増やすこともありました。 

 

（福嶋委員）結構悩ましい問題ですね。 

 

（教育長）中には女の子もいっぱい食べる子もいますし，やっぱり給食を残さないとい

うのが一番大事ですね。残量が少ないというのが嬉しいと思います。 

 

（下古谷委員）次回からはデザートなどが少し増えるということで，多分じゃんけんす

る回数が増えるのかなと思いますね。子どもたちにとっては喜ばしいことだと思いま

す。 

 

（教育長）たくさんの御意見を頂戴しましてありがとうございます。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１８４４号｢給食費の改定について」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１８４４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３０年鈴鹿市成人式について」をお

願いいたします。 

 

（参事兼文化振興課長）それでは，私からは報告事項の１番目「平成３０年鈴鹿市成人

式」につきまして，説明申し上げます。１ページを御覧ください。資料は本日差換え

させていただきましたので，そちらを御覧ください。まず開催日時でございますが，

平成３０年１月７日，日曜日，午後１時開場，２時に式典を開始し，３時に終了予定

でございまして，今回，午後開催に変更となっております。場所は，現在吊り天井耐
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震改修工事を実施しております鈴鹿市民会館におきまして，リニューアル後，最初の

イベントとして開催させていただきます。次に対象者でございますが，１０月３１日

現在で，男性１，０８２人，女性１，０３８人の合計２，１２０人でございます。な

お，例年の参加者数は，対象者の約６割弱程度でございまして，今回も約１，２００

名の参加者を見込んでおりますが，市民会館ホールの固定席は１，２７５人で，当日

の状況によって，万一収容できない場合に備え，市民会館２階の展示室をサブ会場と

して，用意をいたしております。また，雨や雪などの悪天候の備えといたしまして，

雨や雪が降った場合には，市役所本館１階市民ロビーを開放する予定でございます。

内容につきましては，記載のとおりでございますが，今回は例年と少し趣向を変えた

ものになっております。なお，中学校時代の恩師からのビデオレターは，成人式実行

委員会のメンバーが学校へ足を運び，撮影してきたものです。また，新成人への周知

につきましては，例年どおり，個人への案内通知は行っておりませんが，既に広報す

ずかや，ホームページで，日時・場所等の概要は周知させていただいており，今後も，

公共施設や鉄道駅などでのポスター掲示や，１２月には，再度，広報すずか・ホーム

ページなどで詳細を周知させていただく予定でございます。続いて裏面を御覧くださ

い。出席の御案内させていただく来賓の方々でございます。また，平成３０年成人式

の特色として，成人式実行委員６人で決めたテーマは，「さらに向こうへ～これまで

とこれから～」でございまして，成人となることへの責任と自覚を再確認し，社会と

いうこれから新たなフィールドで自らを磨き成長していきたいという思いと，これま

で関わったすべての方への感謝の気持ちが込められています。自分たちの成人式が，

思い出に残るすばらしい式典となるよう５月から現在まで，７回の実行委員会を重ね

てきております。私ども，文化振興課としましても，彼ら彼女らの思いが実現できる

よう連携をとって，本番当日まで支援してまいります。なお，教育委員の皆様には，

改めて御案内をさせていただきますので，是非，御臨席賜り，新成人の門出をお祝い

いただきますようお願いを申しあげます。報告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。 

 

（下古谷委員）恩師からのメッセージのところで，登壇というのが今年はサプライズで

行われるということですが，なかなか良い思いつきだと思います。是非成功させてい

ただきたいと思います。 

 

（参事兼文化振興課長）実行委員の方々にこのように計画していただきまして，是非登

壇していただこうということで，当日までサプライズで行く予定です。先生方にも会

場に裏から入っていただくということで，中学校１０校ありますが，９校の中学校か

ら出ていただけるということです。学校単位で１人で出られる方や，多い学校ですと

９人という学校もあります。白鳥中学校だけが今誰も参加がない状況です。 

 

（教育長）それはいけないですね。私からも声を掛けてみます。 
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（参事兼文化振興課長）当時の中学校３年生のときの担任以外でもたくさん出ていただ

きますので，クラブの先生や関連のあった方たちも出ていただきたいと思います。１

校だけ出ていないと子どもたちも寂しいと思いますので，是非よろしくお願いします。 

 

（教育長）ほかはよろしいでしょうか。 

 

（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「鈴鹿市立図書館における冬季イベントについて」をお願いします。 

 

（参事兼図書館長）それでは，私からは報告事項の２番目「鈴鹿市立図書館における冬

季イベント」につきまして，説明申し上げます。３ページを御覧ください。図書館で

は，１２月から１月の期間に「図書館冬まつり」と題して各種イベントを無料で開催

いたします。一番目の「冬休み映画まつり」は，本館と江島分館で日程を分けて開催

いたします。まず，本館では，１２月９日土曜日から１２日火曜日の各日午前１０時

から２階の視聴覚室において，アニメーション映画のほか，一般向けの映画も上映い

たします。また，江島分館では，１月７日，日曜日の午前１０時と午後１３時３０分

から２階のギャラリーにおいて，アニメーション映画の上映会を行います。全日とも，

上映内容が異なりますが，出入りは自由ですので，気軽に参加していただけます。次

の「第２回！！電車好きな子江島に集まれ！！」は，１２月１６日土曜日と１７日，

日曜日に江島分館２階ギャラリーにおいて，鉄道おもちゃの展示を行います。本年６

月に実施した際，大変好評だったため２回目を開催することといたしました。なお，

今回も，６月同様，鈴鹿電池鉄道様の御協力を得て開催する運びとなりました。３番

目の「本をさがせ！タイムトライアル」は，１２月２３日土曜日から２８日木曜日ま

で江島分館１階において，開催いたします。資料検索レシート３枚を頼りに，分館内

の本を探す時間を競っていただきます。トライアルの結果は，１月６日から３１日ま

でベストタイム上位５名分のタイム等を，閲覧室に掲示する予定です。４番目の「来

て見て学んで 上原動物園」は，１２月２３日土曜日から２７日水曜日まで本館２階

の視聴覚室において，市内在住の彫刻作家で日展にも入選していらっしゃる上原正廣

さんを講師にお迎えして，上原さんが制作された本物そっくりの動物作品を展示する

とともに，動物や環境について学んでいただく場にしたいと思っています。なお，２

３日と２４日は，講師による作品づくりの実演を予定しています。最後の「Ｓｕｚｕ

ｋａ ＰＯＰ コンテスト」は，１２月６日水曜日から１月３１日水曜日までの間，

本館において，本を紹介する手作りＰＯＰの募集を行います。応募対象者は，小学生

以上と設定し応募作品を，小学生・ティーンズ・一般の３部門に分けて審査を行い，

大賞作品受賞者には，賞品として図書カードをプレゼントする予定です。また，応募

作品は返却せず，図書館内に展示後図書館の本の紹介資料として，利用させていただ

きます。各イベントの周知方法は，広報すずか１２月５日号，ポスター掲示，チラシ

配布及び図書館ホームページへの掲載などで行います。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）江島の図書館について，こじんまりはしているんですが，子どもたちが訪

れやすい環境だと思います。いろいろやっていただいているみたいですが，利用者は

どのような感じでしょうか。 

 

（参事兼図書館長）江島分館の利用者は，おかげさまでずっと右肩上がりを続けていま

して，特に６月の電車のときには平均４０人くらいの利用者が，１００人を超える方

に来ていただくイベントでした。こじんまりとした閲覧室が人で賑わっていました。

２階でプラレールの展示をするのですが，終わってから１階へ降りてきていただいて，

本も見ていただくというようなことでした。おかげさまで平日もぼちぼち来ていただ

いています。以前に比べるとずいぶん増えてはいます。 

 

（福嶋委員）是非２階も使いながらアイデア豊かな催しをしていただくと嬉しいですね。 

 

（教育長）読書離れと言われておりますので，お願いしたいと思います。これは学校に

も案内はされているのでしょうか。 

 

（参事兼図書館長）江島分館に近い学校で愛宕小学校，白子小学校，また保育所などで，

小さいお子さんがいらっしゃるところには，ポスターなど貼っていただくようにお願

いしております。 

 

（教育長）「Ｓｕｚｕｋａ ＰＯＰ コンテスト」などは学校で取り組んで，必然と本を

読みたくなるようになると良いなと思いながら資料を拝見しておりました。 

 

（教育長）ほかは御意見，御質問はよろしいでしょうか。 

 

（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）｢１２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１２月定例会でございますが，平成２９年１２月２５日月

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，委員の皆様，よろしくお願いいたします。 
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（教育長）今日はせっかくこのように石薬師小学校の会場をお借りしているので，もし

何か感想などあればいただけたら嬉しいと思いますが，いかがでしょうか。また，授

業参観の感想などあればよろしくお願いいたします。 

 

（福嶋委員）算数の習熟度別の授業を見せていただいたのですが，あれは効果的なもの

なのか，またお子さんたちはどのように思ってみえるのでしょうか。 

 

（教育長）まとめてお伺いさせていただいてもよろしいでしょうか。 

 

（山中委員）体育の授業を見せていただいて，本当に子どもたちが楽しそうにしていて，

すごいなと思いました。やっぱり一般教員ができないところをプロに来ていただいて，

実際にバック転などを見ることは子どもたちにとってもすごいことだなと思いまし

た。校長先生が言われていたとおり，先生方にとってもプラスになると思います。年

間通して３回とお聞きしたんですが，もう少し詳しく聞かせていただいてもよろしい

でしょうか。ほかにも実技的なことをほかから招いておられるのでしょうか。 

 

（伊藤委員）習熟度別の授業で，板書は割りとよく似たことが書いてありました。非常

に時間をかけるクラスや，少し先に進むクラスでほとんど黒板に書いてあることはほ

とんど変わらないんだと思いました。習熟度別の授業を１年生から６年生まで全部や

ってみえるのでしょうか。またクラスの分け方，先生の分け方を具体的に教えていた

だけませんでしょうか。 

 

（下古谷委員）体育の授業を見せていただいたときに，子どもたちが本当に楽しそうに，

また教えていただいている外部の先生が上手に子どもたちを引っ張っていき，見せて

いただく側も勉強になるということで，非常に良い取組をさせているのだなというの

が一点目。それと算数の授業を見せていただき，生徒は皆，どの習熟度であってもま

じめに勉強しているなという雰囲気が十分に受け取れました。あと先生方も皆さん，

黒板にしても丁寧な字で書かれていて，子どもたちが素直に読みやすい字で書かれて

いましたので，非常に良い環境で勉強しているなというのが私の感想です。 

 

（教育長）ありがとうございました。思いもよらず校長先生にたくさん質問をいただき

ましたが，ここでは感想だけということにさせていただき，学校の取組や質問の回答

は，このあとの教職員との意見交換会でゆっくりと聞かせていただきたいと思います。

では，時間も迫ってまいりましたので，これをもちまして平成２９年１１月教育委員

会定例会を終了いたします。なお，この後，教職員の方々との意見交換がございます

ので，傍聴の方々もお時間の許す限り，御覧になっていただきますようお願いいたし

ます。 
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１１月教育委員会定例会終了 午後３時２２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 


