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平成３０年２月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成３０年２月９日（金）午後１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），参事兼図書館長（北川清美），子ども政策

部長（坂佳德），子ども政策課副参事兼総務グループリーダー（江藤大輔），子ども

育成課副参事兼管理グループリーダー（平田千尋），子ども家庭支援課長（米川寿美），

子ども家庭支援課副参事兼家庭支援グループリーダー（白木敏弘），書記（永井洋一），

書記（川村浩司） 

 

５ 議事 

（１）平成３０年度鈴鹿市教育費予算案について           （関係各課） 

（２）鈴鹿市立学校の管理に関する規則等に定める申請，届出，報告等様式に関する 

   規程の一部改正について                  （教育指導課） 

 

６ 報告事項 

（１）平成３０年度鈴鹿市立小学校小規模特認校及び鈴鹿市立学校の通学区域の弾力 

   化による就学について                   （学校教育課） 

（２）平成３０年度鈴鹿市立図書館の臨時休館について         （図書館） 

 

７ その他 

（１）２月教育委員会臨時会の開催について            （教育総務課） 

 

８ 傍聴人 なし 

 

 

 

（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３０年２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）それでは，議事に入ります。議案第１８４９号｢平成３０年度鈴鹿市教育費予
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算案について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（参事兼教育総務課長）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３０年度鈴鹿市教育

費予算案について，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。詳細

説明については，各部局の担当者から説明させていただきますので，よろしくお願い

いたします。 

 

（参事兼教育総務課長）それでは，議案第１８４９号平成３０年度鈴鹿市教育費予算案

の概要について，説明いたします。なお，私からは，教育費予算案の全体に係る部分

と具体的な事業に関しては，教育委員会事務局所管分について，説明いたします。は

じめに，議案書３ページの「１ 教育費予算」を御覧ください。平成３０年度の教育

費の総額でございますが，４４億２８４万８千円でございまして，平成２９年度と比

べまして，３億２，３７６万６千円の増額でございます。予算科目の項別内訳につき

ましては，教育総務費が８億５，５７２万８千円，小学校費が１３億６４０万４千円，

中学校費が４億７，２６２万５千円，幼稚園費が３億７，３５４万２千円，社会教育

費が８億４，７３７万４千円，保健体育費が５億４，７１７万５千円でございます。

次に，本年度予算額の財源内訳につきましては，国県支出金が１億４，６２１万４千

円，地方債が１，８００万円，その他が２億３０６万５千円，一般財源が４０億３，

５５６万９千円でございます。次に，３６ページからの議案資料に掲載しております

教育費予算の部局ごとの内訳でございますが，教育費の総額４４億２８４万８千円の

うち，教育委員会事務局の所管分は，３３億５，８２３万９千円で，平成２９年度と

比べ，２億３８７万６千円の増額でございます。続いて，地域振興部の所管分は，３

億２，９１８万９千円で，平成２９年度と比べ，１億５４５万円の増額でございます。

続いて，文化スポーツ部の所管分は，３億９，９３８万８千円で，平成２９年度と比

べ，５１４万４千円の増額でございます。最後に，子ども政策部の所管分は，３億１，

６０３万２千円で，平成２９年度と比べ，９２９万６千円の増額でございます。次に，

４ページを御覧ください。「２ 債務負担行為」については，いずれも，教育委員会

事務局所管事業でございまして，教育ＩＣＴ環境整備及び調達支援業務委託，プログ

ラミング教育用機器のリース，第二学校給食センターの調理配送業務委託の３つの事

業におきまして，複数年の契約を締結することにより，経費削減などを期待するもの

で，右欄には，期間内の限度額を示しております。次の「３ 地方債」の公民館施設

整備事業１，８００万円は，牧田公民館の施設整備に係るものでございますが，詳し

くは，後ほど，地域振興部から説明申し上げます。次に，議案書５ページから３５ペ

ージまでは，教育費予算案に関する歳入及び歳出の説明書でございますが，これにつ

きましては，議案をもって説明に代えさせていただきます。次に，３６ページから３

９ページまでは，議案資料としまして，平成３０年度の教育費予算の中でも，重点戦

略事業などの政策的事業を中心に主な事業を記載してございます。その議案資料のう
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ち，私からは，教育委員会事務局所管分の各種事業の中で，増額となった事業や，新

規事業を説明させていただきます。まず，３６ページの上から３つ目「教育施設環境

整備費／普通教室等 空調設備整備費」，１億４，０６４万３千円は，平成２９年度

に市内全ての公立小中学校の普通教室等への空調設備整備工事を完了することがで

きましたことから，平成３９年度までのリ－ス料の年割額が増加いたしました。平成

２９年度と比べまして，１億７６４万３千円の増額でございます。次にその下の「石

薬師小学校施設整備費／屋内運動場」１，７１０万円は，平成２９年度から事業を開

始しておりまして，平成３０年度は，基本設計と付け替え道路の用地を購入いたしま

す。なお，基本設計については，補助金を確保するに当たり，耐力度調査を実施する

ほか，移転先の地質調査を実施します。次の「大木中学校施設整備費／校舎」２７０

万円は，平成３０年度からの新規事業でございます。大木中学校は，ほとんどの建物

で大規模改修を行っておらず，長寿命化改修が困難であること，また，防災上の観点

からも改修を実施するものでございます。平成３０年度は，学校敷地内に登記上残存

する道水路を，公図の上で整理する費用を計上しております。次の３６ページ，下か

ら２つ目の「就学援助費」２億９７０万３千円につきましては，参考となる国の予算

単価の見直しや，平成２９年度から中学校において実施しております新入学用品費の

前倒し支給を小学校でも実施することもあり，平成２９年度と比べまして，１，７３

５万６千円の増額となっております。次の「学びサポート環境づくり事業費」１億６，

２６８万６千円は，特別な支援が必要な子どもに対する介助員・支援員を増員する予

定でございまして，平成２９年度と比べまして，１，７３７万円の増額となっており

ます。次に３７ページの１つ目，「国際化教育推進費」４，０２４万１千円でござい

ます。本市におきましては，平成３２年度の新学習指導要領の完全実施に向けて，英

語教育を先行して実施いたしますが，平成３０年度は，鈴峰中学校区と天栄中学校区

の８つの小学校，そして，平成３１年度は，市内３０校，全ての小学校で，英語教育

を先行実施したいと考えております。そのため，平成３０年度，平成３１年度の２か

年で，英語アシスタントを増員する予定でございまして，その増員に係る報償費の増

加分として，平成２９年度と比べまして，５５７万４千円の増額となっております。

次に３７ページの最後，「不登校対策推進事業費」１，１３３万６千円でございます。

平成３０年度から，学校，スクールライフサポーター，不登校対策教育支援員への助

言や，児童生徒一人一人の状況を理解してコーディネートするなど，不登校対策に関

する様々な業務を行う不登校対策アドバイザーを新たに配置することと，不登校に至

ることが懸念される児童をケアするスクールライフサポーターを増員することから，

平成２９年度と比べまして，３５３万８千円の増額となっております。教育委員会事

務局の所管分については，以上でございます。 

 

（参事兼地域協働課長）資料３８ページを御覧ください。地域振興部所管事業分を説明

させていただきます。まず「施設整備費／牧田公民館」の１億３，３１３万円でござ

いますが，昭和５０年に建築をされた牧田公民館の改築移転に係る費用でございまし

て，平成３０年度は実施設計及び建築予定地の土地購入，物件移転補償費などを見込

んでいます。次に，「施設整備費／バリアフリー整備」の２，０００万円ですが，男女
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別化が図られていない公民館のトイレを順次計画的に進めるものでございまして，平

成３０年度におきましては，深伊沢公民館の男女別トイレの整備及び多目的トイレの

設置等を行う予定でございます。なお，資料４ページに戻りますが，２，０００万円

のうち１，８００万円については，「３ 地方債」の公民館施設整備債にて確保いた

します。地域振興部所管の事業の説明については，以上でございます。 

 

（参事兼文化振興課長）それでは，続きまして平成３０年度教育費予算案のうち文化ス

ポーツ部が所管いたします予算概要について，主な事業を説明いたします。３８ペー

ジ，３９ページを御覧ください。「成人式費」８０万９千円は，成人となった自覚を

促し，新成人を祝い励ますために成人式を実施いたします経費でございます。「市民

学習活性化事業費」１１９万６千円は，市内の高等教育機関４校と連携し，市民へ専

門的分野の学習機会を提供する市民アカデミーまなベルの開催にかかる経費と，市民

会館開館５０周年記念事業に要する費用でございます。「地域家庭教育支援事業費」

４４２万９千円は，地域が主体となり，子どもたちが健やかに育まれる環境づくりを

推進する放課後子ども教室や，土曜日を利用した学習の場づくりの一助として土曜体

験活動を実施するための経費と，保護者を対象に，子育ての悩みを解消するなど，家

庭教育支援のための研修会親なびワークを実施する経費を計上いたしております。次

に，「史跡伊勢国分寺跡／保存整備事業費」３,１０３万５千円でございますが，歴史

公園整備に向け，南門の遺構表示，土舗装，芝張り工事等に係る経費を計上いたして

おります。「史跡伊勢国府跡／保存整備事業費」２,４０３万円でございますが，史跡

伊勢国府跡の土地購入に要する経費を計上いたしております。最後に，「閲覧用備品

購入費（みえ森と緑の県民税市町交付金）」５７万円でございますが，図書館では，

みえ森と緑の県民税市町交付金を財源に，三重県産木材で製作した閲覧用椅子を購入

し，一般閲覧室の椅子を刷新いたします。これにより，木材による癒し空間を増やす

とともに，三重県産木材の利用促進のＰＲになると考えています。文化スポーツ部所

管の予算概要につきましては，以上でございます。 

 

（子ども政策部長）子ども政策部の教育費予算につきまして，説明させていただきます。

先ほど教育総務課長が申し上げましたとおり，平成３０年度予算額につきましては，

３億１，６０３万２千円で，平成２９年度と比べ，９２９万６千円の増額でございま

す。増額の要因としましては，私立幼稚園の就園助成金において，国の幼児教育無償

化に向けた段階的な取組の推進といたしまして，就園奨励費の単価の増額とそのシス

テム改修に伴い，８８０万７千円の増額となっています。また公立幼稚園における維

持修繕費用として１２５万円増額しており，これらが主な増額の要因となっています。

引き続き主要事業につきましては，担当課より説明させていただきますので，よろし

くお願いいたします。 

 

（子ども政策課副参事兼総務グループリーダー）河曲幼稚園の施設整備費について説明

させていただきます。平成３０年度の園児募集の結果，河曲幼稚園につきましては，

平成２８年度から３年連続して休園となりましたことから，今年度末をもって廃園と
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なる予定でございます。昭和４９年建ての木造の建物でございまして，廃園に伴う建

物の解体及び撤去に要する工事費並びに清掃及び一般廃棄物収集運搬の委託料とし

て，１，０５０万円を計上いたしております。建物の解体撤去後は，学校敷地として

一体的に利用される予定でございます。 

 

（子ども育成課副参事兼管理グループリーダー）続きまして，「学びサポート環境づくり

事業費」１，５５３万２千円は，公立幼稚園に在園する支援が必要な園児の介助を行

うため，特別支援補助員を配置するための経費で，１８人分の費用を計上しておりま

す。 

 

（子ども家庭支援課長）それでは，子ども家庭支援課が所管する教育費教育相談事業費

について，説明申し上げます。「教育相談事業費」３３８万円を計上しております。

子ども家庭支援課において，専門相談員として配置しております教育相談員の雇用等

に要する経費でございます。問題行動・しつけ・発達などの子育てや家庭問題等につ

いての相談や，臨床心理士と連携しながら，児童生徒や保護者への相談及びカウンセ

リングや，教職員へのコンサルテーション等を行い，発達検査などの補助や事故発生

時の緊急派遣に対応いたします。また，このほか新たに有識者活用のための報償費も

増額となりました。中学校区を基本と考えておりますが，大学教員，臨床心理士等を

学校，園に派遣するための費用でございます。来年度も，子どもや保護者に専門性を

生かした教育相談を提供してまいりたいと存じます。また，この事業は，平成３０年

度本市の主要事務事業でございます。子ども家庭支援課関係予算の説明につきまして

は，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。 

 

（下古谷委員）予算を増額いただき，ありがたいことです。３６ページ以降で，主要事

業としていろいろ説明していただきましたが，今年度の一番の目玉は何になるのでし

ょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）３６ページ以降の主な事業は，重きをおいている順番というこ

とではなくて，組織機構順の記載になっています。主だったところで申し上げたいと

思います。教育総務課につきましては，普通教室のエアコンのリース料というのが，

今年は３，０００万円くらいでしたが，来年度から１億４，０００万円ほどが発生し

ます。金額としてはそれが一番大きくなっています。また，大木中学校については建

設に向けた事前準備費として，登記事務費が予算化されたということが新規事業にな

っています。石薬師小学校の屋内運動場の整備につきましては，昨年度から予算化さ

れていますが，耐力度調査等の調査費が予算化されました。教育総務課としては，ハ

ード整備の準備段階ではありますが，半歩前に進んだという状況でございます。 

 

（教育長）今，教育委員会事務局の教育総務課分の予算についてでしたが，教育委員会
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事務局の全体的ではいかがでしょうか。 

 

（教育委員会事務局参事）人の配置については，予算がつきにくい中で国際化教育推進

費や不登校対策推進事業費は，大きな目玉になっているのではないかなと思います。 

 

（参事兼地域協働課長）それでは，地域振興部所管分の教育費予算について，説明させ

ていただきます。３８ページに主な事業として，施設整備費の２件を挙げています。

地域振興部では主なものとして，県の補助金を活用した事業である森と緑の生涯学習

事業と，ふれあいセンターと３０の公民館に係る予算を計上させていただいています。

基本的にはふれあいセンター，公民館については，運営に係る経費でございますので，

例年どおりの予算計上となっています。大きなところでは，施設整備費の牧田公民館

で，今年度は基本設計等に係る予算として１，０００万円を計上しておりましたが，

来年度からは土地の購入やその後建築工事が行われていきますので，１億２，０００

万円の増の１億３，３１３万円となります。こういったところが，予算全体の対前年

度比１億５４５万円の増につながっていると考えています。 

 

（参事兼文化振興課長）文化振興課分について，申し上げます。内容としては特に目玉

というのはありませんが，地域家庭教育支援事業費について，放課後子ども教室は現

在６教室で実施していますが，１教室増やそうということで，その分が増額となって

います。どこという教室は決まっていませんが，１か所でも増やせるよう努力してい

るところでございます。また，市民学習活性化事業費について，市民会館の開館５０

周年の記念事業の予算を計上しています。これは平成３０年度に市民会館が開館５０

周年を迎え，また市民会館が新しくなったということで，記念イベントをしようと考

えています。内容についてはまだ確定していませんので，公表は控えさせていただき

ます。 

 

（文化財課長）文化財課所管のものとしては，史跡伊勢国分寺跡と史跡伊勢国府跡の保

存整備事業を予算計上させていただきました。国分寺跡につきましては，現状８割ほ

ど工事が終わっていまして，平成３０年度については，資料のとおりとなっています。

また，国府跡につきましては例年発掘調査を進めていますが，その一番中心部分にお

いて土地買上げの要望がございまして，国と県の補助を受け２，４００㎡の公有地化

を行おうとするものです。 

 

（図書館長）図書館では，５７万円という少ない予算ではありますが，一般閲覧室の椅

子を予算の範囲内できれいにし，明るい図書館を目指したいと思います。 

 

（子ども政策部長）子ども政策部としては，教育費では資料３９ページの下の教育相談

事業費がメインでございまして，来年度，集団適用検診が私立を含めて幼稚園全園の

約１，７００名で実施される予算がついたということは，非常に心強いと思っていま

す。集団適用検診が始まることによって，ずいぶん助けていただけるものと思ってお
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ります。 

 

（山中委員）資料３７ページの国際化教育推進費や不登校対策推進事業費は，気にかけ

ていたところです。スクールライフサポーターは増員されたということですが，具体

的どれくらいの増員になるのでしょうか。 

 

（教育支援課長）今までは１５人でしたが，５人増え，２０人となります。 

 

（教育長）スクールライフサポーターは，本市の公立小学校の全３０校のうち２０校に

配置ということですね。 

 

（山中委員）この不登校対策アドバイザーについて，具体的に教えてください。 

 

（教育支援課長）小学校にはスクールライフサポーター，中学校には不登校対策教育支

援員を派遣していますが，スクールライフサポーターや不登校対策教育支援員の活用

がより充実し，また学校との連携もよりできるように，アドバイスや連絡調整する職

員が必要であるということで，不登校対策アドバイザーを教員経験者から１人配置い

たします。 

 

（教育長）不登校対策をより多面的に統括的に見ていただく役割をしていただくという

ことです。 

 

（山中委員）主に教育支援課の中で仕事をされるのでしょうか。 

 

（教育支援課長）教育支援課内に１人配置しまして，実質的にはスクールライフサポー

ターを派遣しています学校に何度も出向いてもらいます。厳しい家庭環境の子どもた

ちに対応していただいているスクールライフサポーターの方々の悩みも大きなもの

ですから，そういった方々の悩みに答えたり，具体的に助言をしたりします。このた

め，教育支援課に配置はしますが，学校現場に出向いて具体的なアドバイスをします。

その学校現場から聞いてきたことを踏まえて，より不登校対策に有効な資料を不登校

対策アドバイザーに作成いただくなど，総合的なアプローチをさせていただく役割を

担います。 

 

（福嶋委員）空調設備の整備費についてですが，これはあと１０年ほど支出が続くとい

うことですが，その後はどうなるのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）来年から毎年１億４，０００万円ずつの支出が１３年間続きま

す。リース契約ですので，１３年の支払い後は，鈴鹿市の所有となります。 

 

（福嶋委員）そうすると，１３年後以降，支払いはないということですね。 
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（参事兼教育総務課長）維持管理費などが発生すると思いますが，そのように計画して

います。 

 

（福嶋委員）公民館の男女別トイレの整備，多目的トイレの整備がありますが，今後残

っているトイレの整備には，あと何年くらいかかるのでしょうか。 

 

（参事兼地域協働課長）トイレの男女別化についてはこれまでも計画的に毎年１館，又

は予算の範囲内で２館進めてきたことがありまして，今年度は鼓ヶ浦公民館，来年度

からは深伊沢公民館，鈴峰公民館を予定しています。残りは，井田川公民館，久間田

公民館，椿公民館がまだ男女兼用のトイレとなっています。ただ，牧田公民館に関し

ては，現在男女兼用のトイレになっていますが，先ほど申し上げた施設整備費の公民

館の更新で対応していきます。今後の維持，更新の計画もあわせて順次計画的にトイ

レの男女別化を図っていきたいと考えています。 

 

（福嶋委員）そうすると，男女別化の終了が見えてきているということですね。 

 

（参事兼地域協働課長）現在，総合計画に基づきまして，実行計画に掲載しております

のは，来年度予定しています深伊沢公民館，鈴峰公民館までは工事費の見積りをした

上で，実行計画に挙げています。以降，井田川公民館，久間田公民館，椿公民館につ

きましては，後期の総合計画の実行計画上へ順位も決めて計画的に取り組んでいきた

いと考えています。 

 

（伊藤委員）３ページですが，中学校費が４億７，０００万円で，幼稚園費が３億７，０

００万円となっていますが，幼稚園費には私学の援助費なども含まれているのでしょ

うか。 

 

（書 記）幼稚園費につきましては，幼稚園費に占める人件費の割合が非常に多く，４

１人分計上しており，人件費だけで２億６，５００万円で，全て公立幼稚園に係る予

算でございます。 

 

（伊藤委員）幼稚園費がだんだん減っていったのですが，３億７，０００万円というの

は中学校と比べると大きく違うなと思っているんですが，予算を減らしているためで

しょうか。 

 

（書 記）中学校費には，人件費がほとんどないためです。 

 

（伊藤委員）そこの差なんですね。あと，３８ページの成人式の費用ですが，予算とし

ては８０万円と少ないですが，成人式そのものを今のままの形式で行うことに意味が

あるのかと，今年の成人式で思いました。成人の皆さんも半分くらいの方が会場の中
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に入られなかったですし，今年の方は非常に個性的な方が多かったようです。成人式

をなくしたほうが良いという考えでもないんですが，今のままでは式典として捉える

ことがなくなってきていますので，どこかのタイミングで形を変えられたらと思いま

す。例えば，同窓会などもされるので各中学校区での実施や，卒業式の告辞を読むよ

うにいろいろな議員さんが行っても良いと思います。これは一つの考えにすぎません

が，今のままで成人式を続けていくというのは，本当に意味があるのかと思いました。

また，教育相談事業費について，発達検査などに積極的に関わっていただけるように

なったので，とてもありがたいなと思っています。最近，発達障がいの子の放課後等

デイサービスが，国の補助金などがあり，たくさん見かけるようになりました。その

あたり，民間と教育委員会の間で何らかの情報交換をするということはないのでしょ

うか。 

 

（参事兼文化振興課長）成人式について，会場の中に入る，入らないというのは当日の

天候にかなり左右されます。昨年は雨が降ってきまして，会場に入りきれないほどで

したが，今年はお天気がよかったので，皆さん外でお話をされ，なかなか中に入って

もらえない状況でした。どちらにしても，市民会館には全員が入ることができない施

設になります。中学校区での実施という話もあるのですが，そうすると私立中学校に

行っていた方や，高校生になってから転入された方，お仕事でこちらへ来てみえる方

もおり，中学校へ行けないという方もいます。今後，成人が１８歳になるということ

も検討されていますので，そのあたりも含めて考えていかないといけないと思います。 

 

（子ども家庭支援課長）有識者の活用に関して，新たに報償費の予算をいただいたこと

は，当課にとりましても非常にありがたいことで，これまでの専門的なアドバイスが

より高い次元で必要であるという御意見をいただいておりましたので，そういった整

備も可能になるのではないかと考えています。また，放課後等デイサービスや民間事

業所との連携に関してですが，子ども家庭支援課では保護者の求めに応じて，放課後

等デイサービスや発達支援事業所などに職員を派遣しまして，児童観察や支援会議，

関係者会議等，一緒に同じ目線，同じ場で行わせていただいて，連携を深めていると

ころでございます。 

 

（福嶋委員）すずか夢工房の先生方は，今何人いらっしゃるのでしょうか。また，循環

というか，ある程度先生方を変えていくということはされているのでしょうか。 

 

（教育指導課長）今，すずか夢工房に登録いただいている講師の先生は，合計３０名い

ます。新たに希望があれば，登録もさせてもらっています。本年度は，新たに２名登

録いただきました。その３０名の方全ての方に，１年間でお世話になるということで

はございませんが，なるべく多くの方に入っていただくように学校に周知させていた

だきたいと思います。また，更新につきましても先般から夢工房の先生にお電話をさ

せていただいて，ほとんどの方が協力させていただくということで，引き続き登録い

ただくことになりました。 
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（福嶋委員）登録に関して，本人の希望でやっていただくのか，あるいはこちらのほう

から依頼いただいているのか，どちらなのでしょうか。 

 

（教育指導課長）講師の先生につきましては，学校へ希望を取っており，学校のニーズ

に応じて夢工房の先生に入っていただいています。登録については，学校を通じて推

薦をいただくこともあり，増員しています。今までの登録についてはすずか夢工房の

授業が始まったとき，かなり多くの方に登録いただいていますが，それ以降はそれほ

ど増えてはいません。 

 

（教育委員会事務局参事）すずか夢工房が始まった当時は，こちらからお願いして登録

いただいたのが多かったと思います。現状については，希望者もあるかと思います。 

 

（福嶋委員）結構長い間実施いただいていて，効果も上がっていると思いますが，思い

切って刷新していただくのも良いかなと思っていますので，よろしくお願いいたしま

す。 

 

（下古谷委員）３７ページの真ん中のところにあるＩＣＴ教育推進モデル事業費５４３

万８千円ですが，この中にプログラミング学習に使用する教材の購入，機器（人型ロ

ボット）と書いてあり，ペッパーくんのことかと思います。もしペッパーくんであれ

ば年間百数十万円かかるので，５４３万８千円だと３，４台程度だと思いますが，具

体的に何台購入されて，どのように利用されるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）台数は３台で，ペッパーくんです。これは，ソフトバンクグループの

社会貢献活動の一環としまして，教育機関に対して人型ロボットペッパーくん本体と

プログラミング教育用のカリキュラム，プログラミング用のソフトウェアを３点セッ

トとして特別価格で提供されるというプログラムがあります。この費用は，その機器

一式３台分のリース料ということになります。ペッパーくんを使いまして，プログラ

ミング教育が本格実施されるに当たって，それに備えるかたちで各小学校，あるいは

中学校へ貸出をさせていただいて，そこでプログラミング用のカリキュラムに沿った

プログラミング教育を進めていこうと考えています。 

 

（下古谷委員）ペッパーくんは１台が重いので，移動の際は怪我をされないようにして

いただきたいと思います。 

 

（教育長）何キロくらいあるんでしょう。 

 

（教育指導課長）１台３０キロあります。 

 

（山中委員）目玉事業ということではないですが，学力向上支援事業として，教職員対
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象の研修講座が毎年行われているわけですが，今年度に比べて来年度何か違いがある

のでしょうか。特にここに力を入れていくなどがあれば，教えていただきたいと思い

ます。 

 

（教育指導課長）今日的な課題に対応できるような講座を入れていきたいと考えていま

して，道徳教育やプログラミング教育に係る講座，算数，国語などの学力向上に係る

教科については講座に入れていきたいと考えています。 

 

（伊藤委員）３６ページの就学援助費なんですが，児童生徒への学用品を援助というの

で，２億円が計上されていますが，ほかに何か援助も含まれているのでしょうか。こ

れだけで２億円になるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）就学援助費については，小学校と中学校合わせての事業費となります

が，平成３０年度は，平成３１年度入学の児童の前倒しの入学準備金の額も含まれて

います。そのため，例年に比べ増額しています。 

 

（教育長）ほかに気になる点はございませんでしょうか。 

 

（伊藤委員）教育長として，来年度これだけは予算をつけてほしかったというのを一つ

教えてください。 

 

（教育長）やっぱり教育情報化のＩＣＴの環境整備は，本当に急がれていますので，是

非平成３０年度からシステム構築ということを考えていたのですが，セキュリティの

ことや国が要望している基準に見合ったものにしようとすると，ものすごい金額がか

さんできます。市民の大事な税金を使うにあたって，この整備内容で本当に良いのか

という見直しや，第三者の評価というところも合わせて，もう少し精査をし，少し遅

れるかたちにはなりますが，それ以降には着実に推進していきたいなと思っておりま

す。 

 

 

（教育政策課長）教育委員会事務局としましても，かなり高額な額の予算を要求させて

いただいた中で，果たして今後の子どもたちの学習環境について，その機器が本当に

妥当なのかということで，機器の他社製品との比較検討を行います。また，年明けに

国から出されました整備方針の中に，必要最低限，３クラスに１クラス分程度の端末，

いわゆる子どもたちへのタブレットは必須であるということが出されましたが，本年

度整備しました私どもの整備方針案には，入れていませんでした。３クラスに１クラ

ス分のタブレットで調べ学習などをすると，一度に大量のアクセスが発生し，サーバ

ーが止まってしまうことが想定されました。このため，システム基盤自体の容量を少

し大きくすることや，より良い方法もあるのではないのかということで，第三者評価

を入れてはどうかということも考え，ここで一旦足踏みをいたしますが，５年先には
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少し立ち止まってみてよかったと思われるような制度設計を来年度実施していきた

いと考えています。 

 

（福嶋委員）先端機器というのは，かなり劣化が早くて，最新のものを入れると逆にだ

めであったということが多いので，少し待たれるのはかえって良いと私も思います。 

 

（教育長）本当に大きな金額ですので，慎重にという部分も大事だと思っています。こ

こは早急にしたいという部分も，慎重にという部分もあります。しっかりと準備を進

めていきたいと思います。 

 

（教育長）ほかにはいかがでしょうか。 

 

（伊藤委員）このＩＣＴは，合川小学校，稲生小学校，平田野中学校でタブレット端末

を活用した授業実践を行うということで，少しは取り掛かっていただいているという

ことでよろしいでしょうか。 

 

（教育指導課長）ＩＣＴ教育推進モデル事業の学校につきましては，既にタブレットが

２０台又は４０台入っておりますので，そのタブレットを活用して学校の特色を生か

した授業実践をしていただいています。合川小学校では，英語教育にタブレットを生

かしていただいている場面を何度も見させていただいております。そういった学校の

特色の中でタブレットを使っていただくということで，進めていきたいと思っていま

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１８４９号｢平成３０年度鈴鹿市教育費予算案について」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１８４９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１８５０号｢鈴鹿市立学校の管理に関する規則等に定

める申請，届出，報告等様式に関する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，鈴鹿市立学校の管理に関する規則等に定め
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る申請，届出，報告等様式に関する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。 

 

（教育指導課長）私からは，議案第１８５０号｢鈴鹿市立学校の管理に関する規則等に定

める申請，届出，報告等様式に関する規程の一部改正について」説明させていただき

ます。４２ページを御覧ください。各学校の校長は，毎年実施する教育課程を編成し

て，年間授業時数を本様式によって，４月末日までに教育委員会事務局まで届け出る

ことになっています。来年度から小学校で道徳が教科化されることと，移行期間とし

て外国語活動が３年生から一定時間数以上実施されることに伴いまして，小学校教育

課程の届出様式を変更する必要が出てまいりました。４４ページには，改定前の様式

を付けていますので，参考として見ていただきますようよろしくお願いいたします。

変更箇所は，３か所でございます。一点目は，これまで「道徳」と表記されていたと

ころを教科化に伴いまして，「特別教科である道徳」と表記を変えたこと。二点目は

外国語活動の授業時数の記録欄を設けたこと。そして三点目は，新学習指導要領への

移行に伴うものではございませんが，総合的な学習の時間の枠の中に，これまでは両

括弧が入っていたものを削除したことです。過去の中には，総合的な学習の時間を学

校によってネーミングしているところがあり，その名称を記入できるようになってい

ました。ただ，これまで提出されました届出を見ましても，特に名称を記入している

学校はございませんでした。また，名称があったとしても，その名称は必ず求める必

要はございませんので，今回の改訂に合わせて削除をさせていただきたいと思います。

変更になる箇所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。 

 

（下古谷委員）元々古い様式では「道徳」と表記されていたものが，「特別の教科である

道徳」に変わると，何か大きな変化があるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）教科化になるだけでして，内容的には，考え議論する道徳へと質的変

換を図る必要はあるのですが，特に時間数的に増えたわけではないですので，文言の

表記だけになっています。 

 

（福嶋委員）特別の教科であるというこの文言は，文科省の共通の文言なのでしょうか。 

 

（教育指導課長）文科省の表記に合わせています。 

 

（教育長）教科と位置付けたということですね。 

 

（下古谷委員）改定前ですと上から２行目にある「教育課程をお届けします。」という言

葉が，新しい様式では，「提出します。」と変わっていますが，何か要因があるのでし
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ょうか。 

 

（教育指導課長）細かいところまで見ていただき，ありがとうございます。「お届けしま

す。」について，「提出します。」のほうが，行政的な言葉で，よりふさわしいのではな

いかと課内で相談をしまして，こういった表現に変更させていただきました。 

 

（福嶋委員）こういったものを初めて見せていただいたのですが，この申請で何コマ授

業をするというのは，１年間こう授業を進めなければならないという絶対的な効力が

発生しているものでしょうか。 

 

（教育指導課長）文科省の学習指導要領には，各教科等で時間数が定められています。

その時間数以上は，必ず各学校で実施していただくことになっています。 

 

（福嶋委員）一回これを提出すると，それに則って１００％やっていくということなん

ですね。 

 

（教育指導課長）はい，必ずその時間数以上は実施いただくということで，それを下回

るということは，授業時間の不足ということになります。下回らないように時間編成

を工夫してもらっています。 

 

（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１８５０号｢鈴鹿市立学校の管理に関する規則等に定める申請，届出，

報告等様式に関する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１８５０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年度鈴鹿市立小学校小規模特認

校及び鈴鹿市立学校の通学区域の弾力化による就学について」をお願いいたします。 

 

（学校教育課長）報告事項の１ページを御覧ください。「平成３０年度鈴鹿市立小学校小

規模特認校及び鈴鹿市立学校の通学区域の弾力化による就学について」報告させてい

ただきます。まず一つ目でございます。１月２５日現在，鈴鹿市立小学校小規模特認

校の合川小学校の就学についてでございます。募集の人数につきましては，新１年生

に限り，１０人程度の募集をさせていただき，その結果，許可人数が３人となりまし
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た。当初４人いたのですが，家庭の事情により１名辞退され，３名となりました。二

つ目，鈴鹿市立学校の通学区域の弾力化による就学についてですが，旭が丘小学校の

弾力化については，今年度申請はありませんでした。白子中学校につきましては，資

料の表のような結果となりました。合計人数は，白子中学校からは合計３８名が，鼓

ヶ浦中学校，天栄中学校，創徳中学校，千代崎中学校へ就学することに決まり，内訳

は，鼓ヶ浦中学校は２人，天栄中学校は２８人，創徳中学校は６人，千代崎中学校は

２人であり，在籍している小学校は右の表のとおりとなっています。 

 

（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）通学区域の弾力化についてですが，これは大規模校の人数を少なくしよう

ということで，方針として弾力化を進めようということがあったわけですが，今回の

決定人数が割りと少ないと感じているのですが，それについてはどのように考えてみ

えるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）いくつかの要因があろうかと考えています。私たちで計り知れない部

分もありますが，一つは私立中学校へ行く方が多かったということです。これは年に

よってまちまちですが，今回は意外と多く，中学校を受験された方がかなりの確率で

私立中学校へ行かれたことが一つ目の要因です。それと，受入人数の１１５人に到底

届かないという数字ですが，以前にアンケート調査をさせていただき，兄弟姉妹が白

子中学校にいることや，クラブ活動のこともありまして白子中学校へ行かれる方も多

かったです。もう一つ大きな要因として，天栄中学校へ行かれる稲生小学校の６年生

の数が昨年度に比べてかなり少ないということがございました。 

 

（福嶋委員）当初の大規模校の生徒数と減らそうという目的からすると，もう少し誘導

しても良いと思うのですが，そのあたりいかがお考えでしょうか。自然に減少するの

を待つのか，積極的にあちらに行くとよかったなど，どのようにお考えでしょうか。 

 

（学校教育課長）今お話いただいたことにつきましては，課の中でも協議させていただ

いており，教育委員会事務局の中でもできるだけ宣伝をしながら，たくさんの子ども

が行けるようにしたらどうかという意見もいただきました。それを受けて，今までど

おりの宣伝の仕方，学校への周知の仕方というのでは，いけないのではないかという

ことを議論しているところです。 

 

（教育政策課長）本年度，学校規模適正化の関係で，基本方針というのを策定させてい

ただきました。今，学校教育課で進めているのは，当該学年の６年生の保護者の方で

すが，私どもは来年度学校規模適正化の基本方針を学年問わず，保育園に行かれてい

る保護者の方にも周知をさせていただいて，こういった制度があるよということを考

えていただき，認識いただく作業を進めてまいります。 
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（学校教育課長）先ほどの説明の中で，３８人の決定人数でしたが，学級数で見れば１

クラスになります。できるだけ宣伝の方法は変えていくにしましても，２年後，３年

後になれば３クラスになり，このままいっても３年後には，３クラスの減少となりま

す。あまり一気に生徒数が減少してしまうと違う懸念も出てきます。そういったこと

も踏まえながら，課の中でも協議してまいりたいと思います。 

 

（山中委員）稲生小学校の６年生が昨年度より少ないということですが，来年度の白子

中学校の入学予定者数は何人くらいでしょうか。もし稲生小学校の６年生が全体で１

００人で，２８人が天栄中学校へ行っていれば，結構な割合の数だと思うのです。ま

た，通学区域の弾力化は始まってどれくらいになるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）稲生小学校の今の６年生の人数は９９人で，平成３０年度の白子中学

校入学予定者数は２８９人です。また，通学区域の弾力化は始まって３年になります。 

 

（教育長）もう一つの要因として，私立中学校を受験した子どもたちは私立に行くとい

う強い意志を持っており，その子どもたちは私立中学校を優先していただくというこ

とをお知らせしたところもあります。通学区域の弾力化の申込みと，私立中学校の受

験と掛持ちはできないということです。私立中学校を受験した子どもたちは，弾力化

に反映されなかったということが，大きかったのかなと思います。 

 

（伊藤委員）小規模特認校のところで，２年生から６年生では募集せずに新１年生で３

人増えただけで，最終的に合川小学校の１年生は何人になったのでしょうか。また，

英語に特化するということで小規模特認校にされましたが，英語は特化しなくても皆

前倒しで英語をやる予定ということになっています。そうすると，複式学級の可能性

が出てくるのかなと思います。 

 

（学校教育課長）合川小学校の新１年生は，小規模特認校の３名を含めて８名の予定で

す。 

 

（伊藤委員）複式学級には何人からするのでしょうか。 

 

（教育委員会事務局参事）１年生を含む場合のみ優遇されており，８名を下回る場合複

式学級です。例えば，１年生，２年生の場合は，８名を下回ると複式学級です。ただ，

１年生を含まない，３年生，４年生の場合は，１６名で複式学級になります。 

 

（伊藤委員）ぎりぎりのラインですね。来年は難しそうですね。 

 

（教育委員会事務局参事）合川小学校は，英語の小規模特認校ということでもあります

が，ＩＣＴの面においても非常に先進的にやっています。 
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（伊藤委員）ペッパーくんは，合川小学校に行くのでしょうか。 

 

（教育委員会事務局参事）今，そういったことも視野に入れて計画を立てています。 

 

（福嶋委員）子どもの数が少ない学校より，多い学校のほうが効果が上がる気がします

が，そうではないのですね。 

 

（教育長）合川小学校は，英語教育推進の特認校ではあるのですが，合川小学校で就学

される親御さんは，地域との関係性の中で，大規模校ではない本当に子どもたちに関

わってくれる教育，地域性を生かした教育に賛同いただいて，合川小学校を選ばれた

方もたくさんいらっしゃいます。英語だけではない魅力というのを，これからも発信

していけたらと思います。 

 

（伊藤委員）英語やペッパーくんというのは，本質的には難しくなってくると思います。

ペッパーくんというのもそんなに魅力はないと思いますので，せっかく小規模特認校

を始められたので，地域性というようなもう少し違う教育方針や，子どもの成長や学

年に応じた，どこでどの能力をという基本部分の教育，周辺の地の利を生かした教育

など，本来小規模特認校のあるべき教育というのを出されるのが良いと思います。 

 

（教育長）特色ある学校づくりということですね。 

 

（伊藤委員）英語などでは，もう無理になってきたと思います。 

 

（教育長）英語も全ての学校で始まっていくわけですが，やはりいつまでもリーダー的

な存在というのは変わりなく，重点的にしていきたいと考えています。 

 

（福嶋委員）２年生から６年生は募集しないというのは，従来から入る方が少ないから

なのでしょうか。 

 

（学校教育課長）昨年度から１年生のみという募集をさせていただいております。２年

生から６年生までは新たに募集しないというのは，たくさん入ってくるわけではなく，

それほど効果が出ないということで，１年生だけの募集になりました。 

 

（福嶋委員）例えば兄弟で１年生の方と一緒に入るということもあるかと思いますが，

そういったことはなかったのでしょうか。 

 

（学校教育課）そういった場合は，配慮をさせていただいております。 

 

（福嶋委員）では，応募する方がいないのであれば，門戸を広げるということで，募集
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しないと書かなくても良いのかなと思いますが。 

 

（学校教育課長）来年度に向けて課題として考えさせていただきます。 

 

（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年度鈴鹿市立図書館の臨時休館について」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「平成３０年度鈴鹿市立図書

館の臨時休館について」説明申し上げます。図書館では，毎年，特別整理期間内に配

置してある資料が，正しい位置に存在しているか否かの確認を行う蔵書点検を実施し

ております。平成３０年度は，１０月１日，月曜日から１０月７日，日曜日までの７

日間を臨時休館とするものです。なお，鈴鹿市立図書館条例施行規則第２条第４号に

は「７日以内の期間で教育委員会が定める期間」と明記されておりますため，報告を

させていただきます。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）蔵書点検ですが，毎年点検をされると，元あるべきところにない本はど

のくらいの割合あるのでしょうか。 

 

（参事兼図書館長）平素から返却の作業をしていますと，違う場所に本が置いてあると

いうことは，毎日のようにあります。蔵書点検を行う意味は，貸出していないのに本

がないというものを発見することが主になっています。図書館には全部で３４万冊の

本があるのですが，一度にはできませんので，大きく一般書と児童書に分けて蔵書点

検を実施しています。一般書の場合は，一度蔵書点検を行うと，２００万円分くらい

は本がない状態です。児童書はそれに比べてなくなっている確率は少なく，一度の蔵

書点検で５０万円分くらいです。記録が残っている平成１５年からだと総額２，００

０万円ほどになっており，金額的にはかなりのものになります。 

 

（下古谷委員）すごい額になるのですね。 

 

（福嶋委員）最近，不要な本を図書館に持ち込んで，自由に持って行ってもらうという

コーナーがあり，家庭で不要な本を処分するにも良いかなと思いますが，利用は結構

多いですか。 

 

（参事兼図書館長）かなりの数の本を持ってきていただいて，すぐになくなります。よ

くあるのは，本の好きな御家族が亡くなり，処分をするには忍びないので，図書館の

ほうから取りにきてくれないかという連絡があります。私たちも持ってきていただく

ほうがありがたいので，持ってきてくださいとお願いするのですが，部屋いっぱいに

本があり，ダンボールに入れると何十箱となるようなお話ですと，こちらから一度見
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に行かせていただいて，こちらの欲しい本だけいただき，残りは御家族で処分いただ

くということも年に何件かあります。全集になっている本で，１冊，２冊ないものな

どは，その本のみいただいてくるというようなこともあります。お声がけいただくの

は，私どもとしてはありがたいと思っています。 

 

（福嶋委員）手間が増えると思いますが，本を読むという機会を増やすということにつ

いては，お世話になると思いますが，よろしくお願いいたします。 

 

（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）｢平成３０年２月教育委員会臨時会の開催について｣をお願いします。 

 

（教育総務課長）平成３０年２月臨時会でございますが，平成３０年２月２８日水曜日

午前１０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,平成３０年２月臨時会を，平成３０年２月２８日水

曜日午前１０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２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。 

 

 

 

 

２月教育委員会定例会終了 午後２時２１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 


