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平成２９年１２月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成２９年１２月２５日（月）午後３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），文化財課長（新田剛），書記（永井洋一），書

記（川村浩司） 

 

５ 議事 

（１）専決処分（平成２９年度鈴鹿市教育費第４号補正予算案）の承認について 

（教育総務課） 

（２）就学等に関する規則の一部改正について            （学校教育課） 

（３）平成３０年度教職員人事異動基本方針について         （学校教育課） 

 

６ 報告事項 

（１）鈴鹿市考古博物館企画展「焼きものの硯 石の硯」について   （文化財課） 

（２）平成３０年度鈴鹿市立幼稚園の入園式及び鈴鹿市立小中学校の入学式について 

（教育指導課） 

（３）平成３０年度鈴鹿市立小中学校における土曜日の教育活動について 

（教育指導課） 

 

７ その他 

（１）１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。定刻となりましたので，ただ今から平成２９年１２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，山中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１８４５号｢専決処分（平成２９年度鈴鹿
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市教育費第４号補正予算案）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，平成２９年度鈴鹿市教育費第４号補正予算

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，教育長が専決処分をしましたので，同条第２項の規定により，教育委員会

に報告し，承認を得るため，この議案を提出いたします。 

 

（教育総務課長）それでは，専決処分の詳細について，引き続き，私から説明させてい

ただきます。この専決処分事項の「平成２９年度鈴鹿市教育費第４号補正予算案」に

つきましては，人件費に係る歳出予算案でございます。これは，市議会の議決を経る

べき議案として，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９号の規定により教

育委員会への意見聴取が必要でございます。しかしながら，国家公務員の給与改定に

ついて，平成２９年１１月１７日に，法案が閣議決定され，本市においても，１２月

市議会で給与条例改正案が提出されることとなり，それに伴い，人件費に係る歳出予

算案を市議会の１２月定例会へ追加提出する必要が生じましたことから，教育長によ

り，専決いたしました。この度の第４号補正予算案につきましては，全て人件費でご

ざいますが，これは，国及び他の地方公共団体との地方公務員法に基づく，均衡が失

われないようにすべきとの考えから，本市におきましても，国家公務員の給与改定に

準拠いたしまして，所要の改正を行おうとするものでございます。その，主な改正内

容でございますが，まず，期末勤勉手当について，一般職員は，１２月期の勤勉手当

の支給割合を１００分の８５から１００分の９５に改定することにより，勤勉手当の

年間支給割合を１００分の１０，すなわち０.１月分引き上げようとするものでござ

います。次に，再任用職員の期末勤勉手当については，１２月期の勤勉手当の支給割

合を１００分の４０から１００分の４５に改定することにより，勤勉手当の年間支給

割合を１００分の５，すなわち０.０５月分引き上げようとするものでございます。

そして，月例給の改正としましては，一般職員の行政職給料表におきまして，４００

円から１，０００円までの範囲で引き上げようとするものでございます。国家公務員

の給与改定に準拠いたします本市の給与改正については，期末勤勉手当と月例給の引

き上げ，以上の２点でございます。それでは，議案書の２ページを御覧ください。１

番の教育費補正額でございますが，補正前の額は，４１億２,７１１万８千円でござ

います。今回の補正額は，９３１万７千円の増額補正をしようとするものでございま

して，補正後の額は，４１億３,６４３万５千円となります。なお，補正額の財源内

訳につきましては，全て一般財源でございます。次に，２番の教育費補正額内訳につ

いて，説明いたします。教育総務費事務局費では，教育総務課，教育政策課，学校教

育課及び教育指導課職員の人件費として，２１６万１千円を，小学校費学校管理費で

は，小学校の用務員及び給食調理員の人件費として，２１７万９千円を，中学校費学

校管理費では，中学校の用務員の人件費として，８万８千円を，幼稚園費では，幼稚

園教諭等の人件費として，２０４万１千円を，社会教育費社会教育総務費では，教育
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支援課，文化振興課生涯学習グループ及び文化財課職員の人件費として，１２８万７

千円を，社会教育費図書館費では，図書館職員の人件費として，３６万９千円を，保

健体育費保健体育総務費では，教育総務課給食グループ職員の人件費として，３５万

８千円を，保健体育費学校給食センター費では，学校給食センター職員の人件費とし

て，８３万４千円を，それぞれ，改定に伴う職員給与費として増額しようとするもの

でございます。説明は，以上でございます。よろしく，御審議賜りますよう，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）待遇が良くなることですので，特にありません。 

 

（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。 

 

（教育長）議案第１８４５号｢専決処分（平成２９年度鈴鹿市教育費第４号補正予算案）

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１８４５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１８４６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。 

 

（学校教育課長）それでは，私からは議案第１８４６号「就学等に関する規則の一部改

正」につきまして，説明申し上げます。資料は４ページを御覧ください。今回，議案

として提出させていただきましたのは，就学に関する規則の様式の変更でございます。

様式の変更理由としましては，総合行政情報ネットワークシステム「Ｇ－Ｐａｒｔｎ

ｅｒ」に代わり，総合住民情報ソリューション「ＭＩＳＡＬＩＯ」が平成３０年１月

１日より稼動することによるものでございます。システムの変更により，若干の変更

点が生じ，それがこの第１０号様式でございます。５ページと７ページを見比べてい

ただくと変更点がわかります。まず，見出しの「学齢異動通知書」の字間にあった縦

置きの児童・生徒の文言がなくなりました。さらに，表枠内の「学齢名」の字間にあ

った縦置きの児童・生徒の文言もなくなりました。これは，打出し時に，自動的に児
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童あるいは生徒の文言が表示されるようになっています。また，現在，表の欄にある

「旧住所」の欄がなくなります。さらに，表枠内にある「旧住所から転居・転入」の

文言がなくなります。変更後の様式では，旧住所及び転居・転入については，異動事

項の欄に，すべて自動的に表示されるようになります。様式の変更点は以上のとおり

でございます。それ以外の規則内容及び様式変更はございません。よろしく御審議い

ただき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。 

 

（福嶋委員）システムの移動ということでこういう変更が生じたということですが，ほ

かにもこのような通知書などに変更が生じることがあるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）学校教育課では異動関係の通知書がたくさんあるのですが，今現在Ｍ

ＩＳＡＬＩＯに変わることによる変更点は，この様式の変更のみと認識しております。

それ以外のところは今のところなしです。できるだけＭＩＳＡＬＩＯに変更するとき

も，今の様式に合った様式に変更したいということがあったのですが，どうしてもＧ

－Ｐａｒｔｎｅｒの様式が，新しくなるＭＩＳＡＬＩＯの様式に１００％近づけない

部分がありまして，それの一つがこれになりました。 

 

（下古谷委員）説明では旧住所や転居転入というのが実際は印刷されてくるということ

で，この変更点はどちらかというと印刷イメージが変わるということでしょうか。入

力の段階では同じことがされるのだけれど，打ち出してきた書式としてこう変わると

いうことでよろしいでしょうか。 

 

（学校教育課長）下古谷委員がおっしゃるとおりでございます。 

 

（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。 

 

（教育長）議案第１８４６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１８４６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１８４７号｢平成３０年度教職員人事異動基本方針につ

いて」をお諮りします。 
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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２１条第３号の規定に関する教職員人事異動基本方針を定めるについて，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。 

 

（学校教育課長）それでは，私からは議案第１８４７号「平成３０年度教職員人事異動

基本方針」につきまして，説明申し上げます。資料の９ページを御覧ください。昨年

度と変更点はありません。読みあげまして説明とさせていただきます。「平成３０年

度教職員人事異動基本方針」（案）。県の人事異動基本方針をふまえ，教職員の人事異

動を積極的に推進し，鈴鹿市の教育の振興と刷新を図る。平成３０年度教職員人事異

動基本方針（三重県教育委員会），平成２８年３月に策定された「三重県教育ビジョ

ン～子どもたちの希望と未来のため～」では，「生きる喜びを感じながら，志を持っ

て夢を実現させていく力」，「他者と支え合いながら，社会を創っていく力」を子ども

たちに身につけて欲しい力としているところである。このため，各学校では，これら

の力を育む教育を着実に推進し，本県の教育水準を向上させ，県民の公教育に対する

信頼を高めていかなければならない。また，各学校においては，学力と社会参画力の

育成，豊かな心の育成，健やかに生きていくための身体の育成に取り組むとともに，

家庭や地域と連携・協力して魅力ある学校づくりに取り組みつつあり，今後も，質の

高い学校経営を目指して継続的な改善を一層推進する必要がある。こうした中で，教

職員一人ひとりが，やりがいを高め，その能力を十分に発揮し，使命感と情熱を持っ

て，児童生徒の目線に立った教育の実践に取り組めるよう，次の基本方針に基づき，

積極的，計画的な人事異動を行う。１それぞれの学校の経営方針に資するため，教職

員の適正配置に努める。２校長の意見を尊重する。３教職員の年齢・教科・勤続年数

等を考慮し，学校運営組織の充実に努め，あわせて気風の刷新を図る。「鈴鹿市内人

事異動基本原則」，（１）人事異動については，学校又は個人にとって著しく公平を欠

くことのないようにする。（２）人事異動にあたっては，原則として現任校勤務３年

以上の者を対象とする。（３）現任校での勤務年数は，原則として８年を限度とする。

（４）近親者（血族３親等，姻族２親等）の同一校勤務は，できる限りこれを避ける。

（５）往復人事異動（Ａ校←→Ｂ校）は，できる限りこれを避ける。（６）特別な条件

を伴う人事異動については，検討する。上記の内容は，市立幼稚園教員にも準用する

が，幼稚園のみ（２）（３）を以下のとおりとする。（２）人事異動にあたっては，現

任園での勤務年数の最低ラインを定めない。（３）現任園での勤務年数は，原則とし

て６年を限度とする。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。 

 

（伊藤委員）管理職は希望があり試験を受けますが，管理職の希望者はきちんと充足で

きているのでしょうか。また，学校の先生が大変というのが定着していますが，新規
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採用も含めて先生の数がそれなりに充足されているのでしょうか。 

 

（学校教育課長）管理職の充足に関して，伊藤委員がおっしゃられるようにこれからし

ばらくは大量退職時代ということで，近年管理職の退職が多くなっています。その中

でこちらの方としましても，良い人材を発掘，育成し，管理職を目指していただいて

います。また，数的には足らないことがないよう，あるいは余りあるようなことがな

いよう，県の教育委員会事務局とも連携を図りながら十分対応できるようにしている

ところでございます。今のところ問題はないと考えています。もう一つの新規採用職

員について，できるだけ若い力，新規採用職員をたくさん入れたいというのはあるの

ですが，特に中学校におきましては教科との関連もありまして，こちらが欲しい新規

採用職員の枠が，県の方で採用されていないということもあります。その中で，新規

採用職員と今後必要となる人数をそれぞれ考慮し，県の教育委員会事務局とも相談し，

緻密に計算しながら連携を深めているところでございますので，御理解いただきたい

と思います。 

 

（福嶋委員）教育長もこれで就任から１年近くになられるということなんですが，なる

べく人事異動について積極的に教育長の方針が届きわたるようにしていただいてい

ただいたらどうかなと思います。 

 

（学校教育課長）福嶋委員がおっしゃられるように，教育長の方針が十分に反映される

ように検討してまいりたいと思います。 

 

（福嶋委員）実際に人事異動についての業務はどのくらいから始められるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）１２月中に各先生方の個人の希望調書を書いていただいており，それ

が今集まってきている状況で，その希望調書を書く頃から業務が始まっております。

それが我々のところに届いて，今確認作業をしている中で，基本的にこちらが動くの

は年明けくらいだろうと考えています。 

 

（福嶋委員）結構長いスパンで，ゆっくりやっていただいているようで，抜かりなくお

願いしたいと思います。 

 

（教育長）子どもたちの教育にとって，教える先生たちの配置というのは，とても大事

だと思っています。教育は人なりですので，その分大事に考えていきたいと思います。 

 

（教育長）ほかはいかがでしょうか。 

 

（伊藤委員）この前，県の庁舎に教育長や参事と一緒に行かせていただいたときに，県

の教育委員会の女性の方から管理職になられると皆さん安全策を取りがちになり，最

後あと何年というので，おもいきり色を出されないようになっていく傾向があるので，
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何とか活動的にしてほしいというお話があったと思います。校長先生の平均年齢はだ

いたいおいくつぐらいでしょうか。 

 

（学校教育課長）平均年齢は計算してはいませんが，だいたい５７，５８歳だと思いま

す。 

 

（伊藤委員）５０歳くらいの校長先生も作っていただくと突破口になるのではないでし

ょうか。 

 

（教育長）新規採用者枠のこともあって，私たちの年代が一番採用者が多く，必然的に

管理職もその年代が多くなっています。だから，その２年，３年の人たちが大量退職

時代を迎えたときにとても大変ですので，その頃のことも考えながら人事を進めてい

かないといけません。 

 

（伊藤委員）管理職になられて２年，３年で退職となると，どうしてもあと２年，３年

という考え方があって，そんなにことを荒立てないというのがあるのではないかと思

っています。あと２年，３年はそういった方が続くということですね。 

 

（教育長）今年退職される方でも，いろいろな方がみえると思いますが，今年退職なん

て思っていられない，最後までとことん行きますと言ってみえる方も多く，最後の最

後まで頑張られる校長先生がほとんどだと思います。 

 

（山中委員）世代交代が行われ久しくなっているわけですが，この前も教育委員会定例

会が石薬師小学校で開かれて，授業を見させていただきました。このときの研修長さ

んがお若くて，たしか３０歳台だったと思います。あれぐらいの年代の方が学校現場

をまわしていかないといかない状況になっているのは，全市的にそういう状況なので

しょうか。 

 

（学校教育課）山中委員がおっしゃられるように，研修長や生徒指導部長というような

長のつく中心になる者は，だんだん若返りをしている現状がございます。５０歳代の

職員がかなり多くいる中で，３０歳代の方もたくさんいて，意外と４０歳代の方が少

ないです。そのような中で３０歳代の者が頑張っているという状況です。 

 

（山中委員）見方を変えれば，若い血がどんどん注入されて活性化されているというよ

うに見ることができると思います。現に３０歳代の研修長の方はいろいろ新しいこと

を取り入れながら，しっかりと落ち着いてやってみえたので，何とかそういった方々

がもっともっと育っていけるような人事異動ができれば良いと思います。 

 

（教育長）本当ですね。若手をどれだけ育てていけるか，ミドルリーダーをどのように

育てていくかというところが難しいと思います。ありがとうございます。 
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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１８４７号｢平成３０年度教職員人事異動基本方針について」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１８４７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。「鈴鹿市考古博物館企画展「焼きものの硯

石の硯」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１番目，考古博物館企画展「焼きものの

硯 石の硯」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。この企画

展につきましては，平成３０年１月２０日（土）から３月４日（日）まで考古博物館

特別展示室において開催いたします。文人が書斎で用いる文房具のうち，硯・墨・紙・

筆は，中国において，「文房四宝」と言われ，特に大切にされました。その一つの硯

は，古代の遺跡，国府跡や郡衙などの役所跡や寺院跡から多く出土しており，このこ

とから，古代の律令国家では，文書行政が全国各地に浸透していたことがうかがわれ

ます。現在，硯といいますと，一般的には四角く黒い石製の硯を，想像いたしますが，

わが国の硯は，製作が始まった約１，４００年前の飛鳥時代から，焼き物でできてお

り，円形のものが主流となっていました。また，筒状の台脚を持つ円面硯，円形の硯

を支える台の足部分が，獣の足をかたどった獣脚円面硯や，動物などをかたどった，

ユニークな形象硯など，発掘された場所や，使用された時代により様々な形の硯が見

受けられます。律令国家の終焉とともに焼き物の硯は姿を消し，平安時代の終わりご

ろから，徐々に石製の硯が使用されるようになりました。本市でも，竹野一丁目遺跡

や天王遺跡などで中世の石製硯が発掘されていますが，いずれも墨をする「陸」の部

分が磨り減って大きく窪み，実用品として長く大切に使われたことが分かります。今

回の企画展では，飛鳥時代から江戸時代までの硯の変遷を奈良の平城宮跡や薬師寺，

愛知県や三重県下の様々な遺跡から出土した硯を中心に展示するとともに，鈴鹿墨の

製作過程なども併せて紹介し，古代からの文字文化に迫ります。なお，関連事業とい

たしまして，２月１７日(土)午後２時から元三重県埋蔵文化財センター所長の河北秀

実さんをお招きして「焼きものから石へ 硯の歴史」と題して御講演をしていただき

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。 
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（下古谷委員）詳しい歴史を知らなかったのですが，硯について非常に勉強させていた

だきました。教えていただきたいのですが，日本の硯が丸いものから焼き物だったの

ものが石のものに変わっていったと説明を受けましたが，鈴鹿のもの，あるいは三重

県のもので何か特徴的なものはございますか。 

 

（文化財課長）鈴鹿，三重県ということですが，三重県では斎宮跡という役所の遺跡が

ございまして，そこでは動物の形をかたどった形象硯がございます。そういったもの

は都や都に直結する斎宮などでしか出ておりませんので，そういった意味では三重県

出土のものとしては特徴的だと思います。 

 

（福嶋委員）なぜ日本の場合，石ではなく陶器で硯が始まったのですか。 

 

（文化財課長）中国でも硯が本格的に作られるようになる頃には，陶製のものがありま

すので，その影響で日本でも本格的に硯が作られる頃には，陶器の硯が作られたとい

うことだろうと思います。 

 

（福嶋委員）観賞用の方が多かったんですか。 

 

（文化財課長）中国のものは現在でも石製の硯というのは，非常に凝った彫刻を施した

ものが多いと思います。ただ日本のものはかなり実用的な形をしていると思います。

実用的な形をしていたとはいえ，観賞用にも耐えるということで，石の元々の紋様が

でるような形で仕上げられているものがよくありますので，やはり観賞用のものも多

くあったのだと思います。 

 

（福嶋委員）今回の企画展の第３部の中で，鈴鹿墨の製作過程というのがあります。今

までですと博物館の中で納まってしまう企画展が多かったんですが，鈴鹿は鈴鹿墨も

ありますし，最近では特に海外からも墨のことが注目されているので，そういう横広

がりというのをやっていただくと，よりいろいろな面で多面的に理解できて，ありが

たい企画だなと感じました。 

 

（教育長）そうですね，どんどん広がると嬉しいですね。ありがとうございます。 

 

（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「平成３０年度鈴鹿市立幼稚園の入園式及び鈴鹿市立小中学校の入学式につ

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，「平成３０年度鈴鹿市立幼稚園

の入園式及び鈴鹿市立小中学校の入学式」について，報告申し上げます。報告事項資

料の３ページを御覧ください。幼稚園につきましては，入園式の期日は，平成３０年

４月１０日（火）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
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しては，入学式の期日は，平成３０年４月９日（金）午前１０時３０分，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，入学式の期日は，平成３０年４月

６日（金）午後１時３０分，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もございます。例年，小中

学校の入学式は，始業式の翌日に設定しておりましたが，来年度は，４月６日の始業

式が金曜日となっておりますことから，翌授業日の４月９日（月）に小中学校の入学

式を行いますと，午後に開催される中学校の入学式が高校の入学式と重なる可能性が

出てまいります。小中学校で期日を揃えるには，６日の午前中に小学校の入学式を行

うことも考えられますが，そうしますと，小学校にとっては，入学式に出席しない学

年の児童を始業式後，直ちに下校させなければならず，非常に慌しい新年度の初日と

なってしまいます。このようなことから，来年度につきましては，小中学校の入学式

を別紙のとおりとさせていただきました。以上，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

３番目の「平成３０年度鈴鹿市立小中学校における土曜日の教育活動について」をお

願いします。 

 

（教育指導課長）続いて，私からは報告事項の３番目，「平成３０年度鈴鹿市立小中学校

における土曜日の教育活動について」を報告申し上げます。資料４ページを御覧くだ

さい。土曜日の教育活動につきましては，平成２６年度の試行期間を含めますと，今

年度で４年目の取組となります。この間，家庭や地域の皆様の御支援・御協力のもと，

子どもたちに豊かな教育環境を提供することで，子どもの成長を支える様々な活動を

行ってまいりました。活動の形態としましては，資料４ページの２の教育課程に位置

づける「土曜授業」を中心に，３の教育課程外の活動として，希望者を対象に学習等

の機会を提供する「土曜の課外授業」，そして，４の学校職員以外の方が主体となっ

て，希望者に対して学習の機会を提供する「土曜学習」，この３つの形態を組み合わ

せて，各学校で年間８回程度実施をしてまいりました。これを来年度は，１の（５）

にありますように，教育課程に位置づける土曜授業を年間３回実施することに変更さ

せていただきました。理由としましては，教職員の過重労働を少しでも減らして,総

勤務時間の縮減に繋げたいということ。また，土曜授業を実施した場合，勤務する教

職員は週休日の振替が必要となりますが，原則，同一週への振替をすることになって

いるものの実際には難しい状況であり，多くの教職員が長期休業期間中に振替をとっ

ているのが現状であります。回数を減らすことで，負担の軽減を図りたいと考えてお

ります。また，毎年，年度末にアンケート調査を実施して，土曜授業の検証を行って

おりますが，その結果を見てみますと，肯定的な意見，否定的な意見それぞれでござ

いまして，実施に関してはメリットもあればデメリットもございます。土曜日の教育

活動では，学力や体力向上に係る通常の授業や学習成果の発表を兼ねた授業参観，外

部講師を招いた体験的な活動，地域の団体やＰＴＡと連携したイベント等への参加な
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ど，各学校や地域の実情に応じて様々な取組を行ってきました。来年度からは，教育

課程内に位置づける土曜授業の実施回数は少なくはなりますが，地域の方等にお世話

になって実施する土曜学習につきましては，これまでどおり，子どもの実態や地域の

実情に応じて開催していただくことはできます。今後も，これまでの土曜日の活動を

通して培われた地域や保護者との繋がりを大切にしながら，土曜日ならではの活動に

取り組んでいき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。 

 

（福嶋委員）４番目の土曜学習ですが，これはどのような感じで行われているのでしょ

うか。学校によって開催回数に差があったりするのでしょうか。 

 

（教育指導課長）土曜学習につきましては，例えば地元の公民館と連携した，海岸植物

の観察会，絵本の読み聞かせ，クイズラリー，地域文化祭への協力といった活動が主

になっております。そのほかには，ＰＴＡが主催する通学路の危険箇所点検や体育的

な行事，スポーツ指導員によるわくわくニュースポーツ体験といった活動に取り組ん

でいるところが多くあります。学校によって回数に違いがあるかということについて

は，教育課程に位置づける土曜授業を多く実施しているところは，土曜学習が少ない

ところもありますし，地域との結び付きの関係では，年に何度も土曜学習を開催して

いるところもあります。学校によって違いはあります。 

 

（福嶋委員）では，３番目の土曜の課外授業の学習はどのように行われているのでしょ

うか。 

 

（教育指導課長）土曜の課外授業につきましては，例えば中学校では，定期テスト前に

希望者に対して教員が補充学習を行ったり，小学校では，体験的な活動として地域の

団体とともに子どもの興味関心が湧くようなペットボトルロケットを作ったりとい

うような活動をしています。また，そのほかにも特に外国籍児童の多い学校でしたら

学習発表会を実施して，それに併せて保護者会を行うというような活動を取り入れて

いるところもあります。学校によって様々な取組がされているかと思います。 

 

（福嶋委員）先ほどは興味が湧くような活動ということでしたが，小学校で学力が遅れ

てきたお子さんに対して，助けてあげるという小学校の課外授業というのはあるので

しょうか。 

 

（教育指導課長）小学校につきまして，ＰＴＡの奉仕作業と合わせまして，保護者が奉

仕作業していただいている間，子どもが別室で補充学習を受けるというような学校が

あると聞いております。ただ，定期的・継続的に実施している学校は，多くはないと

思います。土曜日とは関係がなく該当しませんが，夏休みの補充学習には多くの学校

が取り組んでいます。 

 

（福嶋委員）補充学習というのは，少し学習が遅れている子どもたちに教えてあげると
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いうものを補充学習というのでしょうか。 

 

（教育指導課長）そのとおりです。 

 

（山中委員）３番目の土曜日の課外授業について，教育課程外の学校教育活動と位置づ

けるということは，職員は勤務日なんでしょうか。 

 

（教育指導課長）職員は勤務ということになります。 

 

（山中委員）教育課程内の土曜授業は，年３回と縛りがかかるわけですが，現状昨年や

今年はどれくらい行われているのでしょうか。やっぱり学校によってばらつきはあっ

たんでしょうか。 

 

（教育指導課長）学校によって多少の回数の違いはありますが，５回から８回実施して

いる学校がほとんどです。 

 

(下古谷委員)先生方の負担の話もあったんですが，２番の土曜授業と３番の土曜の課外

授業につきましては基本的に先生は勤務日にあたるということで，先生は振替休日を

取るということでよろしいでしょうか。 

 

（教育指導課長）そのとおりでございます。 

 

（下古谷委員）４番の土曜学習について，教職員の振替は設定しないと書いているとい

うことは，教職員は振替休日を取らないということでしょうか。 

 

（教育指導課長）土曜学習につきましては，教職員が主体というよりは地元の公民館で

あったり，体育指導員であったり教職員以外の方が中心となって指導いただいており

ますので，ここに教職員が参加することはあまりありません。参加した教職員がいる

場合は，振替はありません。 

 

（下古谷委員）そうすると，４番に教職員の振替は設定しないということは，裏を返せ

ば子どもたちには振替を設定するのでしょうか。 

 

（教育指導課長）土曜日の教育活動全般につきまして，子どもも振替を取っておりませ

ん。 

 

（下古谷委員）振替を取らないということですね。２番，３番，４番でそれぞれ若干表

現が違うので，取る場合，取らない場合があるのかと思いました。ありがとうござい

ます。 

 



13 

（伊藤委員）現状土曜授業を年間５回から８回の回数をやっていただいて，先生の休日

の振替が難しいという現実はよくわかっています。平成３０年度から年間３回という

ことで固定してしまうということですよね。今まで年間８回実施していたところは，

年間３回になり，５回減ることになりますが，ほかの活動に振替になるのか，何もし

ないのか，どうでしょうか。 

 

（教育指導課長）来年度の土曜日の教育活動につきましては，３月までに各学校で学校

運営協議会の委員の皆様と相談の上，実施について決めていただくことになっていま

す。例えば，教育課程内に位置づける土曜授業をたくさん実施していた学校が３回と

なって数が減少することも考えられるのですが，学校は様々な団体やＰＴＡから土曜

日の活動についていろいろな活動依頼があります。そういったことで，土曜学習につ

いてはこれまでどおり，様々な場面で取り入れていくということが十分可能ですので，

そういったところで土曜日の教育活動を充実させていけたらと考えています。 

 

（伊藤委員）例えばＡ校とＢ校は先進的に取り組まれるが，Ｃ校についてはそれも踏ま

えたということで，小学校３０校，中学校１０校が右にならうということは，基本的

にあまりないんです。それぞれの学校で特色を持ってやっていただいているというの

が前提ですよね。だから，３回実施となったときに，今までの過去２年，３年を踏ま

えた上で，残りの土曜日をどのようにすると子どもたちに良いのかという代替案とい

うのは作られないのでしょうか。 

 

（教育指導課長）代替の案は，これから学校の方で学校運営協議会の委員さんと一緒に

考えていくことになるのですが，小学校，中学校単独で行っているところもあります

が，中学校区でキャリア教育に視点を置いて中学校の生徒が小学校へ教えに行くとい

う取組も，今までにされておりました。そういったことの中で，土曜日でできないと

ころにつきましては地域の文化祭等で振り替えるという工夫もしていただいており

ます。子どもの興味や関心のあることにつきまして，学校が主体となることも一つで

すが，それ以外の様々な団体さんの協力を得て，今まで取り組んできた成果は成果と

して普及はできていけるのではないのかなと思っております。 

 

（伊藤委員）そのときに，体育館などはある程度自由に使用できるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）土曜日に体育館が空いており利用の申請をいただければ，お貸しする

ことは可能です。 

 

（伊藤委員）例えば土曜授業ではなく，ＰＴＡでこういったことがやりたいというとき

に学校が空いていれば優先的に使わせていただけると考えれば良いですか。 

 

（教育指導課長）学校の施設が空いていれば，いつでも使っていただくことは可能です。 
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（伊藤委員）そのときは学校を開けたり閉めたりという学校の管理という面では，管理

職の方などが出てみえるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）管理職の方が控えておいていただける学校もありますし，地域の団体

の指導員さんに鍵だけお渡しさせてもらって，使い方を十分説明した上で使ってもら

うところもございます。 

 

（伊藤委員）京都に視察に行ったときに，ここから向こうは地域の人たちが使って良い

という場所が隣接しているところを見せていただいたことがあります。それは確実に

学校の管理ではなくて一般の人たちの管理で，そのかわり鍵を管理する人がみえて自

由に使えるようになっています。そういったことは使いたい人たちが入ってきて良い

ですよね。そういったようにいろいろ管理規定などを決められて，門戸を開いていた

だけると，いろいろな人たちが使いやすいと思います。 

 

（教育総務課長）一般的に学校開放と言っておりますが，学校施設の開放委員会という

のがございまして，そういったかたちで地元で鍵を管理しています。校長や教頭がそ

の開放委員会の事務局長をされて，あとＰＴＡやスポーツ振興会などの地域の方が入

って，学校体育施設の開放運営委員会ということで，屋内，屋外の運動施設の管理を

行っています。 

 

（福嶋委員）最近，学力を向上させようというのが，大きなテーマになっています。私

たちは学力が高いお子さんは自分でもできるので，さほど心配はないのですが，むし

ろ学力の低いお子さんの底上げをするということが大事かなと思っています。先ほど

お話がでました補充学習というのをもう少し充実していけたらということを考えて

おります。こういうところの補充学習を充実させていくという方針をもっと組み込め

ないかと思いますが，いかがでしょうか。 

 

（教育支援課長）おっしゃっていただきましたように補充学習，あるいは土曜日の教育

活動を適切に使って学力補充につながるような取組をしている現状を報告させてい

ただきます。その一つに神戸中学校では，文部科学省の指導である地域未来塾という

ものをやっており，土曜日に地域人材を活用し，あるいはタブレット等も購入しまし

て，学力に課題のある子どもたちに集まってもらって，地域の方々に教えてもらいな

がら指導してもらっているということがございます。特に神戸中学校の場合は，約１

５年ほど前から神戸高校の子どもたちとも連携しながら，神戸高校の生徒が土曜日に

神戸中学校の生徒を教えるという取組で，学力保障をしている事例がございます。現

時点ではそういった活動があるということを紹介させていただきました。 

 

（福嶋委員）教える場所はどこでしょうか。 

 

（教育支援課長）神戸中学校です。 
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（福嶋委員）そのときに先生はいなくても大丈夫なんでしょうか。 

 

（教育支援課長）１年生，２年生は部活動で土曜日，日曜日は忙しいということで，対

象は中学３年生の高校入試に向かっていくような希望のある生徒です。一部の３年生

を担当している先生方が来ていただいています。 

 

（福嶋委員）先生も来ていただいて，そういった高校生も来ていただくということで，

ずいぶん先進的ですね。 

 

（山中委員）神戸中学校の地域未来塾というのは，ここでいう土曜の課外授業にあたる

のですか，それとも土曜学習にあたるのでしょうか。 

 

（教育支援課長）３番目の土曜の課外授業に該当します。 

 

（福嶋委員）そういった取組が，先進事例を紹介しつつ，ほかのところのも広げられる

ような動きをしていただいたらどうかと思います。 

 

（教育支援課長）土曜日に限らないのですが，学校運営協議会等が主催しまして，例え

ば国府小学校等では地域の有志の方々が夏休みなどに学校の一部施設を借りて，補充

学習を行っており，そこにはほとんど教員は参加していません。そういった取組が適

切に行われることで教職員の負担も軽減されるということで，そういった事例は教育

委員会事務局からも紹介していきたいと思います。 

 

（福嶋委員）先生がいなくても，そうやってきちんとやっていけるというのは，先生の

負担も少なくなりますし，子どもの学力も高まるということで，良いなと思います。

それをどのように円滑にしていくかということで，いろいろ広報活動などをしていた

だければと思います。 

 

（教育長）ありがとうございます。そもそも週５日制で土曜日がずっとお休みになり，

子どもたちがその土曜日をいかに有効に教育的に良い環境の中で充実した活動がで

きるのかというところで，週５日制というものが始まってきました。でも意外とそれ

ほど充実していない，寂しい思いをしている子どもたちもいるというような状況があ

ります。それならば，土曜日に教育活動を行って，社会全体で子どもたちを育ててい

きましょうという，そのようなことが背景にあるのだと思います。ですので，学校，

地域，家庭の皆さんが連携して，役割分担をしながら子どもを育てるという気運が高

まってくるというのが一番良いのかなと思います。どうしても学校に負担がかかって

しまいますので，なかなか難しいですが，いろいろな方法を考えながら充実した子ど

もたちの教育ができればと思います。今はちょうど過渡期なのかもしれません。いろ

いろな貴重な御意見ありがとうございます。ほかはよろしいでしょうか。 
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（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）｢平成３０年１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３０年１月定例会でございますが，平成３０年１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，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１２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。 

 

 

 

 

１２月教育委員会定例会終了 午後３時５９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 山中 秀志 


