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平成３０年１月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成３０年１月２３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），参事兼子ども政策課長（古市素朗），子ども育

成課長（坂本悦子），書記（永井洋一），書記（川村浩司） 

 

５ 議事 

（１）鈴鹿市立幼稚園条例の一部改正について   （子ども政策課・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３０年度実行計画について   （教育総務課） 

 

７ その他 

（１）２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。寒い日になりましたが，よろしくお願いいたします。定刻

となりましたので，ただ今から平成３０年１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，下古谷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１８４８号｢鈴鹿市立幼稚園条例の一部改

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，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。 
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（子ども育成課長）それでは，私からは，議案第１８４８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。資料４ページを御覧ください。今回の改

正につきましては，今年度をもって河曲幼稚園及び牧田幼稚園を廃園することに伴う

改正でございます。平成３０年度の公立幼稚園園児募集の結果につきましては，１０

月の教育委員会定例会で報告させていただきましたが，資料５ページのとおり，河曲

幼稚園・牧田幼稚園は，今年度末をもって廃園となります。条例改正の内容につきま

しては，資料３ページにございますように，第２条の表から鈴鹿市立河曲幼稚園の項

及び鈴鹿市立牧田幼稚園の項を削るというものでございます。今後の予定としまして

は，２月７日の各派代表者会議を経て，３月議会定例会に提出し，当該条例を平成３

０年４月１日から施行いたします。よろしく御審議をいただきますようお願い申し上

げます。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。 

 

（伊藤委員）３年連続休園で，廃園にするというのは良いのですが，最終的に幼稚園は

どこまで減らすという計画はお持ちなのでしょうか。 

 

（福嶋委員）私も同じような質問です。将来的には各中学校区に１園というお話を聞い

ているのですが，今の状況でいくと段々と希望者が減っていって，それすらも危ぶま

れるということがあるかもしれないので，それに向けてどうやって前向きに考えてい

らっしゃるのかも同時にお答えをお願いします。 

 

（参事兼子ども政策課長）中学校区に１か所，公立幼稚園を存続していく方向性でござ

います。今２年保育をしている中学校区に１園の幼稚園につきましては，１５人未満

になってもそのまま存続していくという考えでございます。ただ，今後ニーズの変化

に伴いまして，適正就園という幼児教育の必要性等や学校規模の適正化との関係もご

ざいますので，教育委員会事務局と調整をさせていただきながら，今後公立幼稚園の

あり方を含めて検討させていただきたいと思います。 

 

（伊藤委員）毎年言い尽くされていることですが，幼稚園児が減っていくというのは幼

稚園が午後２時で終わり，そのあとの延長保育が全然ないということで，世の中のニ

ーズとは逆行していることになっています。保育時間や親の送り迎えなどを幼稚園側

で真剣に根本から考えていかないと，公立幼稚園の存在そのものの意味がないと思い

ます。減っていくから随時対応したいというのは，対応してみえないのと一緒じゃな

いかなというところまで，来ていると思います。でも，やっぱり午後２時で終わると

いうのは変えられないですよね。延長保育も絶対しないというのを変えない以上は，

先ほど福嶋委員がおっしゃったように各中学校区１園そのものの存続もおそらく危

ないと思います。学校規模適正化の中にも幼稚園も入れて考えていただけるとありが

たいと思います。少子化で子どもが減っている中で，今の幼稚園の条件に合う保護者
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がどれだけいるかというのは，核家族ということもあって逆に探すほうが難しいと思

います。ですので，このような説明はいつもしていただいているのですが，どんどん

幼稚園が廃園になってきて，加速度的に進んでいるのではないのかなと思います。も

う少し大きな枠組みの中で見直していただけるとありがたいと思います。これは意見

として聞いていただいて結構です。 

 

（福嶋委員）他市では幼保一体型というのを組み入れていただいているところもあるの

ですが，鈴鹿市ではそういう予定はないのでしょうか。 

 

（子ども育成課長）幼保一元化，一体化につきましては，具体的に何年先という計画は

ございません。職員の体制については，人事交流できるような状態には整えつつあり

ますので，そのあたりを整えながら施設的な問題もありますので，総合的に考えさせ

ていただいて整備をしていく必要があるのかなと考えております。 

 

（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。 

 

（教育長）議案第１８４８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 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１８４８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３０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「鈴鹿市教育振興基本計画平成３０年度

実行計画」につきまして，説明申し上げます。実行計画書目次の裏面，１ページを御

覧ください。まず初めに，本実行計画について，説明いたします。この実行計画は，

鈴鹿市教育振興基本計画に基づき策定するものでございまして，「鈴鹿市教育大綱」

に掲げる７つの施策の基本的方向別に設定しました基本事業の具体的な取組の中で，

教育委員会が平成３０年度，１年間に，特に力を入れて重点的に取り組む項目につい

て，まとめたものでございます。そして，実行計画の進行管理につきましては，「（２）

計画の進行管理」に記載してありますように，地方教育行政の組織及び運営に関する

法律に基づき，教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検・評価の対象となり，

教育委員会の点検・評価の作業後，学識経験者による評価を経て，市議会や市民へ公

表するものでございます。続いて「（３）指標及び最終目標値の変更」を御覧くださ

い。まず「①指標の変更」についてでございますが，平成３０年度から小学校で道徳
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が教科化されることとなり，新しく教科用図書を採択したことに伴い，従来の教材，

「私たちの道徳」を使用しなくなることから，「基本事業３－１ 道徳教育」の指標

を変更前の『「私たちの道徳」を月１回以上活用している学校の割合』から全国学力・

学習状況調査のアンケート調査の設問である『道徳の時間において児童生徒が自ら考

え，話し合う指導をした学校の割合』に変更したいと考えております。また，「②平

成３１年度最終目標値の変更」につきましては，鈴鹿市教育振興基本計画の４年間の

計画期間（平成２８年度～平成３１年度）のうち，本年度，平成２９年度末で２年が

経過し，最終目標値を達成，又は，現状値が目標値に迫る活動があることから，最終

年度の平成３１年度の目標値を上方修正しようとするものでございます。次に，Ａ３

サイズの２ページを御覧ください。これは，活動内容と指標の名称一覧表でございま

すが，昨年度，平成２８年度の実績値と，本年度平成２９年度の現状値，そして，こ

の実行計画の中で目標とする平成３０年度目標値と，計画の最終年度であります，平

成３１年度の目標値を一覧でまとめたものでございます。なお，平成２９年度の現状

値が空白となっている部分については，年度末でないと確定しない数値であるため，

空白となっております。次に，３ページを御覧ください。ここからは，教育振興基本

計画において掲げる重点取組の２６項目について，単年度の行動計画を示しておりま

す。具体例としまして，３ページ中ほどの「基本事業１－２ ＩＣＴを活用した教育」

を例に，説明いたします。目標となる指標としまして，「コンピュータ等（タブレッ

ト端末を含むパソコン，電子黒板，インターネット等）の情報通信技術を活用して，

協働学習や課題発見・解決型の学習指導を行った学校の割合【学校質問紙】」という

指標を設定しております。平成３０年度の実行計画の目標値としましては，現状値の

６５．０パーセントを平成３１年度の目標値７０．０パーセントに向けて，６８．０

パーセントとする目標を掲げております。そして，その目標達成のために，教員が，

ＩＣＴを活用する場面を適切に選び，効果的に活用できるように，支援員を各校に派

遣して，指導助言・研修・環境整備を行って授業の改善を図ります。収集した有効な

実践事例を広めるとともに，教職員のスキルに応じた研修の機会を設けることで，協

働学習や課題発見・解決型の学習指導を推進します。という，具体的な活動内容を記

載しています。最後に，今後のスケジュール等でございますが，本日，各委員の皆様

からいただいた御意見をもとに，本実行計画書の修正等を行い，２月１日の校園長会

において，校長及び園長にお示しし，学校運営に生かしていただく予定でございます。

なお，現在，平成３０年度当初予算の編成作業中でありますことや，指標の中には，

平成２９年度現状値が確定していないものもございますことから，完成までには，多

少の変更が生じてまいります。したがいまして，委員の皆様からの御意見をもとにし

た修正と平成２９年度現状値で未定の部分や，平成３０年度の目標値を可能な限り決

定した上で，４月教育委員会定例会において，再度，報告させていただく予定でござ

います。その後，教育委員会ホームページや，教育委員会だより「遥か」などにて，

市民の方への公表を予定しております。私からの報告は，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。 
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（福嶋委員）この指標の中には，道徳教育ですと，道徳の時間において児童生徒が自ら

考え，話し合う指導をした学校の割合【学校質問紙】というのが指標なんですが，こ

れは案外簡単にというか，そう努力しなくてもできそうで，すぐ１００％になっても

当たり前というか，そうしなければならない項目だと思います。それに比べてＩＣＴ

を活用した教育などでは，根本的に予算の確保がないとできないような少し種類が違

う指標であって，学校側が努力すれば可能なものと，可能でないものと分かれている

なと思います。そういう面で言えば,先ほどの道徳とか，割と簡単な指標というのは，

これは教員が授業でやれば丸になるものであり，もう一捻りあっても良いのかなと思

います。 

 

（教育長）これが意外と難しいところですが，教育指導課長いかがですか。 

 

（教育指導課長）道徳が教科化され，考え議論する道徳への転換ということで，これま

では読み物教材等で登場人物の心情を読み取ることが中心になりがちでした。今後は，

自分事として捉えて，それをどう仲間とともに考えていくかということで，新しい授

業をしていくことになりますので，現場の教員もそのあたり不安に思っているところ

もあります。研修などでなるべく不安が解消できるように考えています。新しい視点

が出てきていますので，直ちに１００％になるかというと難しいと思います。全国・

学力学習状況調査の学校質問紙調査項目にある指標とさせていただきました。 

 

（教育長）今はその授業が始まってはいませんが，学校質問紙の調査結果ではどれくら

いになっているのでしょうか。 

 

（教育指導課長）今は８７．５％です。 

 

（福嶋委員）授業の質のことなんですよね。 

 

（教育長）たしかに指標としては，少し種類が違うような気はします。 

 

（福嶋委員）山中委員は，現場にいらっしゃって，よくこういう指標はみられるのでは

ないでしょうか。 

 

（山中委員）今，教育指導課長が言われたとおりだと思います。１週間１コマでこれだ

けの教材だと相当教材研究や読み込んでいかないといけないと思います。どう折り合

いをつけていくのか，何を大事にするのか，全部消化するのが良いのか，一つの表現

に絞って子どもたちにしっかり考えさせる場面をたくさん作るのかなど，いろいろ学

校現場は思い悩むと思います。１００％にいかなくてはなりませんが，なかなか難し

いと思います。 

 

（福嶋委員）どれくらいに達したら丸など，評価が難しいですね。 
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（教育長）学校質問紙に答える側がということですね。 

 

（福嶋委員）では，回数ではなくて，結局中身のことですよということですもんね。十

分やりましたというところもあれば，いやまだまだと思うのでは主観的です。 

 

（教育長）客観的なデータの把握というのは難しいということですね。 

 

（山中委員）２６番の教職員の人材育成について，平成２８年度の実績が４２．５人で，

平成３０年度が４８人，最終目標が４９人ということですが，結構大変な数字ではな

いのかなと思います。何らかの見込みがあっての目標値になろうかと思いますが，学

校現場の多忙化とも関係してきますので，そのあたりの展望はどうなんでしょうか。 

 

（教育長）先生方には力を付けていただきたいし，その一方でなかなか学校を空けて研

修にいく時間をとるのは難しいということになります。 

 

（山中委員）そのあたり教育員会事務局としては，研修へ出やすい手立てをした上での

この目標値だと思うのですが，今，頭を悩ませているところなのか，もしくは何か手

を考えてみえるのかいかがでしょうか。 

 

（教育指導課長）教職員の資質向上を図るこの研修につきましては，内容の充実と精選

を図るということで，主に夏季休業中に研修を実施しておりますので，平日に比べる

と先生方も研修に出やすいかなと思います。また，１学期などの平日に開催する場合

でも子どもたちが帰ったあとの放課後など，１時間程度の短い時間に連続講座を組む

ことで研修に出やすい環境を作っていきたいと考えています。この実績値ですが，年々

参加する教員の平均参加人数が上がってきていますので，もう少し自分を高めたいと

いう高い意識というのは感じることができます。また，参加をしていただいた教員の

満足度は，アンケートなどではほぼ１００％に近くなっていますので，内容の充実と

精選の両方の面で参加しやすい体制を整えていきたいと考えております。 

 

（下古谷委員）あまりお金のことは言いたくないのですが，７－２の教職員が校務のた

めに使用するコンピュータの配備率というのが，平成３１年度で１００％ということ

で，実質全教員のところにコンピュータが渡るということになろうかと思います。と

いうことは，それに伴って校務で使うようなワード，エクセルのようなソフトウェア

というのも必要に応じて更新が必要になってくると思います。この更新が何年かに１

回となると，かなりのランニングコストになってきますので，市全体になるのかわか

りませんが，ライセンス協定などを結んで極力経費を抑えるようなかたちでやってい

かれると思います。その中で，きちんと予算の中に是非ランニングコストも組み入れ

たかたちで予算要望していただければと思います。せっかく先生方にパソコンが渡っ

ても，わずか数年で古くなっていきますので，その年その年で対応していくためには
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アップデートをしていかないといけません。ある程度のランニングコストを見込んだ

予算立てをお願いしたいと思います。 

 

（教育長）高価なものですし，使ってこそ値打ちのあることですので，そのあたりのこ

とは考えておりますが，教育政策課長いかがでしょうか。 

 

（教育政策課長）この７－２の施設整備の中でのコンピュータにつきましては昨年度，

教育情報化行動計画でアクションプランができ上がりましたが，鈴鹿市というのは三

重県の中でも教育ＩＣＴの整備率が非常に遅れています。先ほどソフトウェアの話が

でましたが，いわゆるＯＳのＷｉｎｄｏｗｓが７のものや８であるものなど，現在は

ばらばらになっています。それが来年度から整備する内容において混在しております

と，ネットワークが非常に構築しにくいというところもございまして，ＯＳは基本的

に一新になります。一新する中において，今度，ＯＳはおそらくＷｉｎｄｏｗｓ１０

になりますから，どの学校のどの先生が使われるパソコンもＷｉｎｄｏｗｓ１０とい

うことになります。ネットワークの方もＯＳが混在せず，極力安くすることや不具合

が出ないかたちで，また単年度にお金が膨らまないようにということで，５年リース

という５年に分散して支払うという全庁的な財政面も考慮しています。あとライセン

ス契約におきましても１台１台ではなく各校でまとめて更新であるとかというような

やり方で，少しでも安価にし，また，ランニングコストについてもある程度加味させ

ていただき，現在予算要求をしているところでございます。以上でございます。 

 

（伊藤委員）６－３の就学前の保育・教育の体制づくりのところで，ここでいう保育所

は公立の保育所のことでしょうか。 

 

（子ども育成課長）これは公立の保育所です。公立の保育所と公立の幼稚園との合同研

修会を平成２６年度から継続してやっており，このことでございます。 

 

（伊藤委員）幼稚園が減っていくのに異議があるわけではないのですが，かたや廃園を

どんどんしていって，幼稚園と保育所の連携で９５％と言っても，おそらく数として

は減っていっている中での９５％だと思いますので，あんまり意味のないような気が

します。前からお話させてもらっているとおり，私立の幼稚園と公立の幼稚園の交流

などもう少し広い範囲で就学前というのを捉えていただければと思います。ここで言

う公立幼稚園と公立保育所というのは，公立小学校に続いていて非常に分かりやすい

話ですが，きっと教育の体制作りというのは，それ以前にもっとたくさんあると思い

ますので，すぐには無理かもしれませんが，そういう捉え方をしていただきたいと思

います。就学前という括りの中で，みんながスムーズに小学校１年生になるための教

育体制づくりというのは，廃園が続き最終的に人数がどうなるのかという中で，ここ

の９５％というのは，あまり功を奏さないような気がするんです。また検討いただけ

ませんでしょうか。 
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（教育長）幼稚園が減っている中で，指標の目標値のことと就学前の体制づくりのこと

の大きく二つのことで何かお答えいただけませんでしょうか。 

 

（子ども育成課長）満足したと回答した参加者の割合でございますが，これは，合同研

修会を実施後に職員にとったアンケート結果になります。今伊藤委員がおっしゃった

私立を含めた幼稚園，保育園全体にという御意見をいただきましたので，そのあたり

は今後の課題になるのかなと思います。ただ，今年度は保育所では私立の保育所と公

立の保育所の合同の研修を始めておりますので，幼稚園についても，一つずつ進んで

いくというところで考える必要があるのかなと思います。やり方や時期については，

今後検討していきたいと思います。 

 

（教育長）公立と私立で保育所については既に研修会をしているということですね。難

しいハードルもあるのだと思いますが，そのあたりも少しずつ進めていっていただい

ているということですね。 

 

（伊藤委員）昨今，発達に応じた教育ということで，そのあたり子どもの把握ができる

というのは，就学前の子どもたちの中で今年度の特色というのが分かって，それでま

た小学校につないでいくという前段階になると思いますので，私立と公立については

早急に意見交換というのをしていただきたいと思います。幼稚園の体制作りというの

は，支援のいる子どもさんたちに教育をしてあげたり，一般の教室にいる子どもさん

たちの教育をどうしてあげたいかという前段階だと思います。ここらへんから真剣に

見直ししてもらって，数字を出していかないと，おそらく小学校１年生の教育にはつ

ながっていかないので，もう少し就学前というところに力を注いでいただきたいと思

います。 

 

（教育長）いつも就学前のことについて，よく考えてくださっています。発達の関係の

研修の内容というのも入っているのでしょうか。 

 

（子ども育成課長）発達のことについては，今のところ研修の内容には入っていません。

ただ，意見交換をする場がありますので，その中でそれぞれの意見，思いを話す機会

は設けております。またお互いに保育士は幼稚園現場へ，幼稚園の先生たちは保育所

の現場へ足を運びということで，お互いの職場を知ることによってそれぞれの課題も

見つけながら研修をしておりますので，その中で発達のことも把握する部分があるか

と思います。 

 

（福嶋委員）５－５の不登校対策というので，いろいろ苦労していただいていると思い

ます。これはなかなか指標の数値が上がらないということもあると思いますが，指標

の根拠はあるのでしょうか。 

 

（教育支援課長）この指標はスクールライフサポーターや学識経験者等を活用した学校
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の割合ということで，平成２８年度の実績値は学校現場にこういったスクールライフ

サポーターや学識経験者等を２１校に派遣することができました。４０校中２１校と

いうことで５２．５％となります。また，平成２９年度スクールライフサポーターは

現在１５人，ほかに学識経験者等を派遣できている学校が４校あり，現状１９校とい

うことで，４０校中１９校の４７．５％となっています。そういったことでスクール

ライフサポーターと大学の先生あるいはそれに準ずる学識経験者等を学校に派遣して

研修会等で活用した学校の割合ということで，数値を出しています。 

 

（福嶋委員）そうすると，スクールライフサポーターと支援員の数が増えれば，数値が

上がるということですね。 

 

（福嶋委員）計画の進行管理というところで，教育委員は別々に意見を出していて，そ

れを事務局がまとめて，またお話をしてということをしています。これは検討いただ

ければと思うのですが，それぞれ教育委員の意見も角度や書き方が違ったりして御苦

労されていると思いますので，私たち委員が集まって意見をまとめるとか，すり合わ

せをもう少しやったほうが，まとまりがあって，しかも事務局の労力も少なくてすむ

かなと思います。 

 

（教育総務課長）教育委員さん同士の意見のすり合わせや観点を統一するとか，事務の

効率化にもなるのかなと思いますので，是非そういった機会を設けるなど検討してい

きたいと思っています。ありがとうございます。 

 

（伊藤委員）ここ数年，教育委員会制度そのものが非常に変わってきていますので，わ

たしたちがここに座らせていただいた当初を思うと，結構教育委員の意見も活発に出

てくるようになったと思います。福嶋委員が言われたように，こういったものをいた

だいたら事前に教育委員が集まって，どうしてもこういうことには重点を置いて欲し

いなど話をする時間を設けたほうが，より効果的にお願いができるのではないでしょ

うか。是非ともよろしくお願いいたします。 

 

（教育総務課長）伊藤委員の意見についても同様により良い教育委員会の運営に向けて，

検討してまいりたいと思います。御意見ありがとうございました。 

 

（教育長）ほかに御意見，御質問はございませんでしょうか。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）｢平成３０年２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２月定例会でございますが，平成３０年２月９日金曜日午

後１時から教育委員会室において，開催したいと存じます。 
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（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,平成３０年２月定例会は，平成３０年２月９日金曜

日午後１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）それでは，これをもちまして平成３０年１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。 

 

 

 

 

１月教育委員会定例会終了 午後２時４２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 下古谷 博司 


