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平成３０年４月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成３０年４月２４日（火）午後３時３０分から 

 

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（白塚山隆彦），教育委員会事務局参事（山田純生），参事兼教育総務課長

（山本浩），教育政策課長（竹下直哉），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（神原由明），文化振興課長（近藤眞智子），文化財課長（新

田剛），子ども育成課長（坂本悦子），書記（鈴木明），書記（松本春奈），書記（川

村浩司） 

 

５ 議事 

（１）専決（鈴鹿市教育委員会書記の任免）の承認について      （教育総務課） 

（２）学校運営協議会委員の任命について              （教育支援課） 

（３）専決（鈴鹿市社会教育委員の解嘱）の承認について       （文化振興課） 

（４）専決（鈴鹿市立幼稚園園則の一部改正）の承認について    （子ども育成課） 

（５）専決（鈴鹿市立学校及び幼稚園の公印に関する規則の一部改正）の承認について 

（子ども育成課） 

（６）専決（学校等の設備の使用による個人演説会等の開催のために必要な施設の設備及 

び納付すべき費用の額に関する規程の一部改正）の承認について（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） 

（２）天野奨学金について                     （学校教育課） 

（３）平成３０年度鈴鹿市考古博物館催し物案内について        （文化財課） 

 

７ その他 

（１）５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 なし 

 

（参事兼教育総務課長）教育長，議事に入ります前に，４月１日付けの人事異動におき

まして，職員の異動がございましたので，本日出席しております課長以上の職員につ

いて，改めて御挨拶をさせていただきたいと思いますが，よろしいでしょうか。 
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（教育長）はい。お願いします。 

 

≪課長以上の職員から挨拶≫ 

 

（教育長）職員の皆さん，ありがとうございました。それでは，私からも一言御挨拶申

し上げます。改めまして，皆様，こんにちは。教育長の中道でございます。本市の教

育の振興に多大な御支援をいただきまして，誠にありがとうございます。今年度は，

教育長就任２年目となりまして，本年度第一回目の教育委員会定例会を開催させて

いただくに当たりまして，改めてその責任の重さ，大きさを感じており，身の引き締

まる思いでございます。今年度も引き続き子どもたちの健やかな成長を願いまして，

確かな学力・健やかな体・豊かな心という知・徳・体をバランスよく育んでまいりた

いと思っております。そのためには，教職員の資質・能力，指導力向上や，学校のマ

ネジメント力の向上，また，教育環境の充実，整備ということをしっかり行っていき

たいと考えております。特に本年度，幼稚園では，新しい幼稚園の教育要領が全面実

施となります。また，小学校，中学校では本年度から新学習指導要領の移行期に入る

ということで，新学習指導要領の趣旨を十分理解して，全ての小中学校で円滑なスタ

ートができるということに特に重点を置いて取り組んでいきたいと思っております。

微力ではございますが，全力を尽くしてまいりますので，どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

（教育長）それでは，ただ今から平成３０年４月教育委員会定例会を開催します。本日

の議事録署名委員は，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１８６４号「専決鈴鹿市教育委員会書記

の任免の承認について」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，鈴鹿市教育委員会会議規則第７条の

規定に基づき書記の任免を行うについて，「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項の規定により専決しましたので，同条第２項の規定に

より，この議案を提出いたします。 

 

（参事兼教育総務課長）それでは，引き続き，専決処分の承認について，詳細を説明申

し上げます。本議案は，平成３０年４月１日付け人事異動に伴い，それまで鈴鹿市教

育委員会書記を兼務しておりました，教育総務課総務グループの永井洋一グループ

リーダーが異動し，新たに，教育総務課総務グループに鈴木明グループリーダー及び

松本春奈副主幹が着任しましたので，３人の鈴鹿市教育委員会書記の任免を行うた

め，「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，永井グループリーダーの兼務を解く発令を平成３０年３月３１日付けで，鈴
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木グループリーダー及び松本副主幹の兼務発令を平成３０年４月１日付けで専決処

分いたしましたので，同条第２項の規定により教育委員会へ報告し，その承認を求め

るものでございます。これまでは，書記２名で対応させていただいておりましたが，

今年度からは書記３名で対応させていただこうというものでございます。それでは,

議案の朗読をもって説明に代えさせていただきます。まず，解く発令ですが，「事務

職員 永井洋一 鈴鹿市教育委員会書記の兼務を解く 平成３０年３月３１日 鈴

鹿市教育委員会」。次に，兼務発令ですが，「事務職員 鈴木明 鈴鹿市教育委員会書

記に兼ねて任命する 平成３０年４月１日 鈴鹿市教育委員会」。同じく，「事務職員 

松本春奈 鈴鹿市教育委員会書記に兼ねて任命する 平成３０年４月１日 鈴鹿市

教育委員会」。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。 

（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。議案第１８６４号「専

決鈴鹿市教育委員会書記の任免の承認について」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１８６４号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）次に議案第１８６５号「学校運営協議会委員の任命について」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４７条の６第２項の規定に基づき，学校運営協議会委員の任命を行うにつ

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。 

 

（教育支援課長）それでは，私からは議案第１８６５号「学校運営協議会委員の任命」

につきまして，説明申し上げます。４ページを御覧ください。各小中学校長から推薦

のありました平成３０年度の学校運営協議会委員の名簿でございます。校長を含め，

４１７人となっております。委員の内訳といたしましては，地域関係者が２７６人，

ＰＴＡ関係者が７９人，有識者が２２人，校長が４０人となっております。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。 

 

（下古谷委員）各校で当初９名から１１名の学校運営協議会委員の方が選ばれています
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が，庄野小学校，創徳中学校，神戸中学校については，５，６人と少なくなっていま

す。何か理由はありますでしょうか。 

 

（教育支援課長）庄野小学校については，以前はＰＴＡの方が２名入っておりましたが，

ＰＴＡの方の事情により抜けられました。今年度につきましては，この４月末のＰＴ

Ａ総会で改めてＰＴＡから委員を求めていくと聞いております。神戸中学校につき

ましては，以前は９名の学校運営協議会委員がみえたときがありましたが，学校支援

ボランティアの委員の方が事情により抜けていったということがありました。学校

長と学校運営協議会委員長は，今後地域の声を集めるために学校運営協議会委員を

増やしていくという計画を持っています。 

 

（福嶋委員）人選については特に異議がないのですが，学校運営協議会を続けてきてい

ただいて，地域とのつながりというのがとても大事になってきています。あまり教育

委員会定例会の議題となることはないのですが，学校運営協議会を運営する中で，こ

のような問題が起きているということや，またそれについて教育委員会事務局で指

針を示す，問題があれば報告いただくなど，良い方向に向かう努力をしていただけた

らと思います。 

 

（教育長）教育支援課から，校長のＯＢなどが学校運営協議会にアドバイザーとして入

らせていただくなどもしています。 

 

（教育支援課長）校長ＯＢの２名がコミュニティスクール推進コーディネーターとして

各学校を回り，校長先生や学校運営協議会の委員長を支援しています。各学校の課題

が違いますので，そういったことを中心に助言や指導などに取り組んでいます。 

 

（福嶋委員）やはり地元ではないと見えてことないことがあると思います。そういった

ことを教育委員にも教えていただけたらと思いますので，よろしくお願いいたしま

す。 

 

（伊藤委員）今，少子高齢社会ということもあって，学校運営協議会に参加いただける

方について，高齢の方が多くなっています。理想論にはなりますが，学校の在り方に

ついて議論するには，もう少し子どもがみえる年代の方も参加いただいたほうが良

いと思います。今後そういった方も入っていただけるように努力していただきたい

と思います。年配の方に入っていただいて，地域の歴史を大事にしていくということ

も大事ですが，やはり学齢期の子どもさんがいる親御さんの意見も聞けるように，構

成を考えていただきたいと思います。すぐには難しいと思いますが，よろしくお願い

いたします。 

 

（教育支援課長）学校運営協議会の委員の人選につきましては，学校長の推薦によるも

のになっていますが，委員の活性化については，今年度の４月から委員長，副委員長
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の任期について，再任回数２回，２年という要領に変更しました。そういったことで，

校長が委員の刷新をできるだけ図れるような体制にしています。またＰＴＡの方を

より多くということについては，教育支援課から伝えていきたいと思います。 

 

（教育長）学校運営協議会の委員の年齢のバランスということも大事なことだと思いま

す。ありがとうございます。 

 

（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。議案第１８６５号「学校運営協議会委員の任命について」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１８６５号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）次に，議案第１８６６号「専決鈴鹿市社会教育委員の解嘱の承認について」

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，鈴鹿市社会教育委員の解嘱について，

「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

より専決しましたので，同条第２項の規定により，この議案を提出いたします。なお，

詳細につきましては，文化振興課長より説明いたします。 

 

（文化振興課長）それでは，私からは議案第１８６６号「鈴鹿市社会教育委員の解嘱」

につきまして，御説明申し上げます。６ページを御覧ください。御覧いただいている

のは，平成３０年３月３１日付けで，田中育子様を解嘱するものでございます。次の

７ページを御覧ください。社会教育委員は社会教育法及び，鈴鹿市社会教育委員条例

に定められた委員でございまして，田中育子様は学校教育関係者のお立場で委嘱さ

れておりましたところ，このたび，平成３０年３月３１日をもちまして御退職なされ

ましたので，解嘱するものでございます。鈴鹿市社会教育委員条例では，補欠の委員

の任期は，前任者の残任期間となりますが，残任期間が平成３０年５月３１日までの

短期間でございますことから，委員の補充を行いませんことを御報告させていただ

きます。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。 

 

（教育長）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。
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議案第１８６６号「専決鈴鹿市社会教育委員の解嘱の承認について」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１８６６号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）次に議案第１８６７号「専決鈴鹿市立幼稚園園則の一部改正の承認について」

から，議案第１８６９号「専決学校等の設備の使用による個人演説会等の開催のため

に必要な施設の設備及び納付すべき費用の額に関する規程の一部改正の承認につい

て」までは，それぞれ関連する所要の規定整備に係る専決処分でございますので，一

括してお諮りします。 

 

（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，「鈴鹿市立幼稚園園則」の一部及び

「鈴鹿市立学校及び幼稚園の公印に関する規則」の一部並びに「学校等の設備の使用

による個人演説会等の開催のために必要な施設の設備及び納付すべき費用の額に関

する規程」の一部を改正するについて，「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項の規定により専決しましたので，同条第２項の規定によ

り，この議案を提出いたします。なお，詳細につきましては，子ども育成課長より説

明いたします。 

 

（子ども育成課長）それでは，私からは，議案第１８６７号専決処分の承認「鈴鹿市立

幼稚園園則の一部改正」，議案第１８６８号「鈴鹿市立学校及び幼稚園の公印に関す

る規則の一部改正」，議案第１８６９号「学校等の設備の使用による個人演説会等の

開催のために必要な施設の設備及び納付すべき費用の額に関する規程の一部改正」

につきまして，一括して説明申し上げます。今回の３つの議案につきましては，平成

２９年度末に，牧田幼稚園及び河曲幼稚園が廃園となったことに伴う所要の規定整

備でございます。専決処分に至った経緯でございますが，牧田幼稚園及び河曲幼稚園

を廃園とする鈴鹿市立幼稚園条例の一部改正が，平成３０年３月市議会定例会にて

議決され，平成３０年４月１日から施行となり，これを受けまして，牧田幼稚園及び

河曲幼稚園に係る規定を削り，平成３０年４月１日を施行日として整合を図る必要

性があったことから，専決処分を行い，今回，その承認をお願いするものでございま

す。まずは，資料９ページを御覧ください。鈴鹿市立幼稚園園則の一部改正でござい

ますが，次の１０ページの対照表にお示しさせていただきましたように，別表から河

曲幼稚園の項及び牧田幼稚園の項を削るというものでございます。次に資料１１ペ

ージを御覧ください。鈴鹿市立学校及び幼稚園の公印に関する規則の一部改正でご

ざいます。１２，１３ページのとおり，別表にある公印管理者が牧田幼稚園長及び河



7 

曲幼稚園長となっている項を削るというものでございます。１４から１７ページは，

新旧対照表になっております。次に資料１８ページを御覧ください。学校等の設備の

使用による個人演説会等の開催のために必要な施設の設備及び納付すべき費用の額

に関する規程の一部改正についてでございます。２０，２１ページの新旧対照表のと

おり，別表から牧田幼稚園の項及び河曲幼稚園の項を削るというものでございます。

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）廃園になった牧田幼稚園と河曲幼稚園の建物や設備は，これからはどのよ

うに利用されていくのでしょうか。 

 

（子ども育成課長）河曲幼稚園につきましては，今年度に取り壊しを行う予定です。こ

れについては，地元との調整も行い，本年度施工する予定です。牧田幼稚園につきま

しては，施設自体が新しいので今後の利用について，庁内で協議をしており，まだ方

向性がはっきり決まっていない状態です。 

 

（福嶋委員）牧田幼稚園は方向性が決まっていないということですが，どのように使う

かという要望がいろいろあると思いますが，どのような要望があるのでしょうか。 

 

（子ども育成課長）今のところ福祉関係の要望もございますので，そういったところも

踏まえて検討しております。 

 

（福嶋委員）学童保育などの要望はないのでしょうか。 

 

（子ども育成課）学童保育の施設については既にありますので，そういった要望はござ

いませんでした。 

 

（山中委員）特に提案に対する異議はございません。資料２０ページの学校等の設備の

使用による個人演説会等の開催のために必要な施設の設備及び納付すべき費用の額

に関する規程の一部改正のところで，幼稚園，小学校，中学校などの体育館で個人演

説会等に施設が利用されるに当たって，個人演説会は夜が多いと思いますが，その時

の鍵の開け閉めや，鍵の管理はどこが責任を持ってやっているのでしょうか。 

 

（子ども育成課長）私がこの課に配属になってからは幼稚園を使うということがなかっ

たのですが，学校の施設長が責任を持ってやっていると思います。 

 

（山中委員）要するに学校長ということですね。 

 

（子ども育成課長）はい。 
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（教育次長）選挙時の小中学校の利用につきましても，選挙管理委員会事務局から学校

長に対して，鍵の開け閉めなどについて，依頼があります。最終的な鍵の貸し借りに

ついては，管理職で行っていると把握しております。 

 

（山中委員）自分の経験なのですが，結構休みの日や夜などは教頭の仕事になると思い

ます。そういったことで，お金もかかっている訳なので，御配慮いただきたいと思い

ます。 

 

（伊藤委員）学校本体の統廃合と幼稚園の存続というのは，とても難しい問題だと思い

ます。その前に幼稚園がどんどん減っていくのかなと思います。なかなか学校の統廃

合も時間がかかりそうですし，早めに幼稚園の存続も兼ねて，たたき台の案だけでも

作成いただきたいと思います。どんどん幼稚園が減っていって，こういったことを見

せていただく度に廃園となっています。今後条件が変わらなければ，おそらくずっと

廃園になって，統廃合をする頃には幼稚園はなかったというのが現実だと思います。

そうであれば，私立幼稚園と公立幼稚園で方針を決めたりすることも良いと思いま

す。この場で廃園の話を聞く時は，そのあたりの中長期的な展望をお示しいただくと

ありがたいと思います。 

 

（福嶋委員）幼稚園の存続については，いかに幼稚園を利用している保護者のニーズに，

幼稚園側が歩み寄れるかというところにかかっていると思います。公立幼稚園を残

していって，地元の幼稚園の一つの規律，規範にできるようなところを作っていこう

という幼保一体という方針もあるので，なるべく歩み寄れるところは歩み寄らなけ

ればならないという方針で進めていくことも大切ではないのかなと思います。 

 

（子ども育成課長）いろいろ御意見ありがとうございます。子ども政策部でも幼保一体・

一元化に対する考え方や，今後の公立幼稚園の存続について検討しているところで

す。ただ，来年度は５歳児の保育料無償化が始まり，再来年は３，４歳児が無償化に

なります。そういった社会的な状況が変わる中で，なかなか現時点での方針を立てる

のが難しいというのが今の見解です。例えば，来年度５歳児が無償化になったときに

保護者のニーズがどうなるのかというところを見極めて，今後の方向性を考えてい

きたいと考えています。しっかり連携を取って考えていきたいと思っておりますの

で，よろしくお願いいたします。 

 

（伊藤委員）目まぐるしく変わる制度ということで，無償化になったところで，幼稚園

の２時までという条件を変えない限り，子どもを幼稚園に通わせにくいということ

があると思います。一番大事なのは，私立幼稚園も含めて，教育のビジョンのような

ものを教育委員会事務局の中で，私立の幼稚園の方と共有されるのが大事ではない

かなと思います。公立幼稚園について，文科省も少子化で悩んでいると思いますが，

すぐに施策は出てこないと思います。小学校に上がる子どもたちの受け手側の対応
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というのを，もう少し詰めていただくと良いと思います。時間もかかると思いますが，

そういったことについて，考えていただければと思います。 

 

（教育長）貴重な御意見をありがとうございました。 

 

（山中委員）昨年，加佐登幼稚園の研究発表会に行かせていただいて，登園の様子を見

させていただきました。こうして幼稚園の統廃合が進む中で，石薬師や庄野など遠方

の地区から通っている園児がいるということを，この時初めて知りました。そういっ

た実態というのは，鈴鹿市内全域において発生している状況なのでしょうか。 

 

（子ども育成課長）公立幼稚園は基本，各中学校区に１校ということで運営しており，

加佐登幼稚園ですと石薬師や庄野というのは登園の圏内にはなってきます。以前，５

歳児の１年保育実施時は，近所の小学校の通学団と一緒に登園ということも日常的

にありました。しかし，現在，２年保育になり，４歳児は保護者の送り迎えというの

が多くなってきているのが現状でございます。 

 

（山中委員）中学校区に１園という状況の中で，親御さんが迎えにくる様子を見ていて，

果たしてこれで良いのかという思いを強く持ちました。この流れの中で，この状況と

いうのは，想定されたと思います。今の状況のまま放置して良いのかということを含

めて，伊藤委員が言われたことを議論してほしいと思います。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，お諮りします。議案第１８６７号「専

決 鈴鹿市立幼稚園園則の一部改正の承認について」から，議案第１８６９号「専決 

学校等の設備の使用による個人演説会等の開催のために必要な施設の設備及び納付

すべき費用の額に関する規程の一部改正の承認について」まで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１８６７号から議案第１８６９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。 

 

（参事兼教育総務課長）それでは，報告事項の１番目「平成３０年度鈴鹿市教育振興基

本計画実行計画」について，説明申し上げます。別紙Ａ３の「「鈴鹿市教育振興基本

計画平成３０年度実行計画」修正箇所一覧」を御覧ください。本実行計画につきまし

ては，平成３０年１月教育委員会定例会におきまして，報告いたしましたところです
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が，その際，一部の指標で，平成２９年度の現状値が確定しておりませんでしたこと

と，平成３０年度の目標値，平成３１年度の最終目標値を修正した基本事業がござい

ますので，改めて報告させていただきます。平成２９年度の現状値が確定したものは，

青塗りしてある箇所で，基本事業「１－１ 英語教育」のほか８事業になります。ま

た，平成３０年度，平成３１年度の目標値を上方修正した事業は，赤く塗りつぶして

ある「２－４ 外国人児童生徒などへの日本語教育」，「４－３ 食育」及び「７－１ 

人的環境の整備」の３事業になります。御確認お願いいたします。なお，参考といた

しまして，鈴鹿市教育振興基本計画平成３０年度実行計画を，合わせてお配りさせて

いただいております。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。 

 

（福嶋委員）「７－１ 人的環境の整備」のところで，目標数値が下降になっていますが，

なにか理由があってのことなのでしょうか。 

 

（学校教育課長）わかりづらくて申し訳ありません。指標が「介助員一人当たりに対す

る特別支援学級の児童生徒数」となっており，一人当たりの人数が減っていくという

ことは，介助員の数が増えていくということになっており，そのような考え方になっ

ています。 

 

（福嶋委員）一般の方が見たときにも見間違えると思いますので，もう少し効果が分か

りやすいように表示を変えていただくと良いと思います。 

 

（学校教育課長）学校教育課でも検討している項目ですので，考えさせていただきたい

と思います。ありがとうございます。 

 

（伊藤委員）「２－２ 教科学習における授業改善」の指標「授業でめあての提示と振り

返る活動の両方実施している学校の割合【学校質問紙】」がほぼ１００％に近くなっ

てきています。先日，小学校へ孫の授業参観に行ったんですが，教育委員をさせても

らったので，視点が変わっていまして，先生の黒板の書き方や子どもがめあてや振り

返りをノートに書いているかなどが気になりました。また，授業参観に来ている保護

者の方について，保護者の方は廊下に立っていて，先生方が何を教えているのかわか

っていないのだと思います。先生はめあてや振り返りについてきちんとやってみえ

て，この指標になっていることを実行しているなと思いましたが，一部の保護者がそ

の部分を理解できている状況ではなかったです。本来であれば教室の中に入って掲

示物を見たり，教室の奥まで入れば良いと思います。ただ，今までの習慣があり，教

室の奥の方までは行かないのだと思います。できれば次回の授業参観では，担任の先

生から今回の授業参観は，このようなめあてで行いたいというような資料を保護者

に配布していただいて，例えば子どものノートを見てほしいなど親のめあてを作っ

ていただき，保護者が廊下ではなく教室に入ってきて，授業を見てほしいというアピ
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ールをしてほしいと思います。先生は一生懸命やっているが，一部の保護者は授業の

内容を分かっていないし，子どもたちが黒板をどれだけノートに取っているかもわ

かっていないと思います。特別な企画の授業参観日というのを作っていただいて，一

度子どもの中に入っていただけませんか，ノートの取り方を見ていただけませんか

という声かけをしていただくと，この指標につながっていくのではないかなと思い

ます。 

 

（教育長）何をするにも，なんとなく今までの習慣でやるのではなく，今回はこれをし

ようという授業参観のめあてと振り返りが必要であるということです。 

 

（伊藤委員）教育委員をさせてもらって，学校で研究発表会を見させていただいたおか

げだと思っています。そういった逆の立場で見ることによって，保護者がもっと積極

的になれば良いのにと感じました。保護者が子どもに「今日はノートをきちんと取れ

ていたね」などの声かけすることによって，子どもが変わってくると思います。そん

なに難しいことでもないし，お金が必要なことでもないので，意識を少し変えてもら

って，それができると良いと思います。ノートを子どもたちが取るところを見ていた

んですが，先生が話したこと，めあてと書いたことをきちんとノートに書いており，

この指標に対して先生方は非常に頑張ってみえました。機会があったらで結構です

ので，よろしくお願いします。 

 

（教育長）保護者の意識の向上が，もしかすると鈴鹿市の教育の質の向上にもつながっ

ていくのかもしれません。 

 

（伊藤委員）最近，女性の方もお勤めされる方が多いので，参観日全てに出てこれる方

は少ないと思いますが，出てこれた場合には，もう一歩踏み込んで学校教育を理解し

ていただく必要があると思います。ここで一生懸命いろいろな方が今年の目標につ

いて話し合いをしても，両方が歩み寄らないと，無理だと思います。保護者の目線と

いうのは先生を育てると思います。そういった積極的な授業参観を１度企画してい

ただいて，先生の意識がどのくらい変わるかを見ていただきたいと思います。 

 

（教育長）新しい提案をいただき，ありがとうございました。 

 

（下古谷委員）私の子どもが小学校の低学年のとき，授業参観に行くと親子で何かを作

りましょうなど親を交えてということが多く，だんだん学年が上がるにつれて，子ど

もと親の間というのが少し広がっていくというようなイメージがあります。私が見

た６年生の授業参観では，保護者にお子さんの近くまで行ってくださいという声か

けがあり，子どもの近くに行き，自分の子どもが書いている内容をチェックさせてい

ただきました。親として子どもがどのように書いているのかをその場で知ることが

でき，伊藤委員が言われた意見は非常に良いと思いました。 
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（教育長）やはり保護者との連携というのも大変重要な部分だと思いました。ありがと

うございます。 

 

（山中委員）「５－５ 不登校対策」のところで，本年度予算でスクールライフサポータ

ーが増員されたということがあったと思います。そのことを受けて平成２９年度現

状値が４７.５％で，平成３０年度の目標値が５５.０％となっています。この数値と

いうのは，パーセントですとなかなかわからないのですが，頑張った数値なのでしょ

うか。 

 

（教育支援課長）ここの数値は，指標が「スクールライフサポーターや学識経験者等を

活用した学校の割合」なっておりまして，昨年度は不登校の多い学校にスクールライ

フサポーターも学識経験者も配置し，重ねて支援を厚くしたところが多く出まして，

数値が下がりました。今年度はスクールライフサポーターが５人，つまり５校多く配

置でき，不登校対策アドバイザーも配置されましたので，より広く各学校に活用いた

だけるので，それを見越して平成３０年度の目標値を５５.０％とさせていただいて

います。 

 

（山中委員）三重県や鈴鹿市の中学校でも，不登校生徒の割合の数値が高く，ずっと課

題になっています。これは大きな解決すべき課題だと思っていますが，最終的な目標

は６０．０％となっています。本当ならばこの数値は１００％になってほしい数値だ

と思いますが，これは教育委員会事務局として最も頑張ったうえでの結果なのか，担

当課の課長として本当ならばもう少し上を目指したいという思いがあるのかどうか，

もしくはこれが精一杯の数値なのか，どうなんでしょうか。 

 

（教育支援課長）スクールライフサポーターが小学校２０校に配置され，不登校対策ア

ドバイザーが１人配置されており，中学校への配置を考えています。不登校対策支援

員は４人配置したいところですが，１人しか採用が決まっていない状況があり，今探

しているところです。こういった人員が整うことによって，学校の割合としては６

０％に到達できるのではないかと思っています。１００％ということになると，人数

を増やすしかないのかなと思います。 

 

（山中委員）不登校対策支援員は３人みつかっていないんですね。 

 

（教育長）スクールライフサポーターを小学校３０校のうち，２０校に配置するという

ことで，それならばあと１０校頑張って配置してはどうかと言いました。しかし，実

はこの１０校については，さほどスクールライフサポーターの必要性がないという

ことで，不登校についてそれほど支援を必要としていないということがあります。で

すので，この数値というのは難しい数値だと思います。本来であれば，必要なところ

に支援ができる割合というような指標にすべきだったのかなと思います。ただ，この

指標を変えることができないので，難しいところです。 
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（山中委員）よくわかりました。 

 

（福嶋委員）「６－１ 開かれた学校・幼稚園づくり」の指標のところで，「「協働型」の

段階にある」というのがあるのですが，この意味を教えてください。また，この数値

がほかの数値に比べて断然低いですが，まだこれからなのだという指標なのでしょ

うか。そのあたりの補足をしていただけないでしょうか。 

 

（教育支援課長）協働型のかたちとして教育支援課が考えているのは，学校，家庭，地

域それぞれが当事者意識を持って，それぞれの判断で子どもの課題や教育環境を伸

ばしていこうという動きができているコミュニティ・スクールというのが，協働型と

考えています。実際，そのような協働型の学校を作るというのはかなり時間もかかり，

校長先生のマネジメント能力，委員の皆さんの認識が高まっていくこと，地域，保護

者の方の認識が高まっていくことということがなければ，この数値は上がっていか

ないかなと思います。この数値はアンケートから出していますが，かなり正直な数値

ではないかなと思います。 

 

（福嶋委員）やることがたくさんあって，責務の多い活動ですが，根気強くお願いした

いと思います。 

 

（下古谷委員）協働型というのは，コミュニティ・スクールの中で鈴鹿市が特徴として

いる，売りにしているものではなかったでしょうか。 

 

（教育支援課長）下古谷委員がおっしゃるとおり，当初一番目標とする大切な部分にな

ります。 

 

（下古谷委員）最終的に平成３１年度の目標値で２３.０％までというところで，理想論

でいけば，この数値を１００％に持っていきたいということですか。 

 

（教育支援課長）平成３１年度の目標値で２３.０％ですが，そういった時間のかかる取

組みであるということを鑑みて，平成３１年度は２３.０％まで上げることを目標値

としています。目標としては，４０校１００％を目指していきたいと考えています。 

 

（伊藤委員）「７－３ 危機管理」のところで，平成２９年度現状値の安心安全ボランテ

ィアの登録人数のところが３，８１７人で，平成３０年度の目標値が４，８００人と

なっており，平成２９年度から１，０００人近く増えています。いろいろな数値から

試算されて，実現可能な数値としているのか，これぐらいは必要であるという目標と

したのか，どちらでしょうか。 

 

（教育支援課長）４，８００人という人数は，平成２８年度までの状況を見て，ボラン
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ティアの数を伸ばしていくことが学校教育環境を良くしていくことにつながってい

くということで，計算をしましたが，実質は下がっているという状況です。下がって

いる要因としては，長年取り組まれた方の引退や，６５歳まで働いてみえる方が増え

たということがあります。各学校ではボランティアの獲得に向けて頑張っているの

ですが，大変苦慮している状態です。そういったことを考えると，平成３０年度４，

８００人，平成３１年度５，０００人という目標値は，検討する必要があるかなと思

います。 

 

（教育長）目標値の下方修正をしていないということになります。多くの方に関わって

いただけるとありがたいと思います。 

 

（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，報告事

項の２番目，「天野奨学金について」をお願いいたします。 

 

（学校教育課長）それでは，私からは報告事項の２番目，天野奨学金について，今年度

以降の方針を御報告申し上げます。資料を御覧ください。まず，過去５年間の年度別

残金について，ここから年度ごとの執行額がわかります。平成２６年度は５７０万円，

平成２７年度は７４０万円，平成２８年度は８２０万円，平成２９年度は８２０万円

となります。したがいまして，現在残高が１７００万円のため，このままの流れで執

行しますと，おおよそ２年間で残高が０となり，平成３１年度には終了となります。

奨学金を渡している方が卒業するまでは，できるだけお渡ししたいと考えており，ま

た，以前この奨学金が貸与制度になっていたときの返済中の方がいまして，その方の

完済が２０２１年度の予定です。このため，２年間で終わらせるより，その完済終了

までは，予算上，事業科目を残しておくという財政担当からの指導もあり，２０２１

年度までは残したいという考えに基づき，いろいろな試算をしてまいりました。今年

度以降の方向性につきましては，平成３０年，３１年度につきましては新規の方の募

集は１００万円の範囲内とさせていただきます。見込みの数としましては，単年度で

１１人，２年で２２人の方を見込んでいます。当然１０人や１２人になったりします

が，若干の誤差は許容できることと試算しています。このように新規の募集を２年間

１００万円の範囲内で，継続者についてはこれまで通りとします。このことにより２

０２０年度以降は，新規募集をせず，継続者のみとし，２０２１年度末に終了となり

ます。これが一番長く奨学金制度を利用できることになります。報告は以上です。 

 

（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）できるだけ長く奨学金が利用できるように試算していただいたということ

で，ありがたいと思います。ただ，天野奨学金のように市町村が奨学金を出している

のは珍しいと思います。知り合いにも実際に奨学金を受けて大学を卒業したという

お子さんもいました。貴重な奨学金であるので，できたら何らかのかたちでこれが持

続できればと思いますし，そういった努力をしていただければなと思います。例えば，
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高額納税者の方にお願いをしたり，ふるさと納税で，奨学金に充当しますということ

を設定できませんでしょうか。基金がなくなったのでやめますと単純に終わってし

まうのではなく，そういったいろいろな手段を考えていただいて，努力を是非してい

ただければありがたいと思います。 

 

（学校教育課長）福嶋委員がおっしゃるとおり何らかのかたちで，２０２１年度以降に

向けて検討していきたいと思います。 

 

（下古谷委員）福嶋委員と同意見で，ふるさと納税等が使えるのであれば使ってほしい

と思います。もう一点教えてほしいのが，先ほど冒頭で言われたとおり平成２９年度

で執行額が８２０万円くらい，その前の年も８２０万円，その前１年７４０万円くら

いで，さらに１年前は５７０万円ということでした。ここで執行額がすごく下がるん

ですね。平成２５年から２６年のところで貸与型から給付型に変えたことによって，

これだけの執行額の開きが出てきているのでしょうか。 

 

（学校教育課長）平成１６，１７年度あたりに給付型になったと聞いております。下古

谷委員がおっしゃるように，平成２５年から平成２６年にぐんと支給額が伸びたの

は，周知の方法を変えたことがあります。以前の教育委員会定例会の中でもできるだ

け天野奨学金について，周知を図るよう指摘があり，今年度も広報やラジオ広報，学

校への配布物など年間５回周知をおこなっており，そのような中で執行額が増えて

いったと考えています。 

 

（下古谷委員）是非続けてほしいですね。 

 

（福嶋委員）実際に給付を受けている方は，傾向としてどういう家庭の方が多いのでし

ょうか。 

 

（学校教育課長）個人のことになるので，申し上げるのは難しいですが，御家庭の所得

額の低い方が多いです。小学校，中学校は就学援助を受けている方がほとんどです。

ただ，天野奨学金の天野さんの御意向で，成績優秀な方への奨学金ということで，成

績の要件を付けています。このため，低所得かつ勤勉な方への奨学金とさせていただ

いております。 

 

（福嶋委員）私の友人で，母子家庭のお子さんで，この天野奨学金で助かったというこ

とも聞きました。 

 

（教育長）つい先日も天野奨学金を受けて無事大学を卒業したという方から，私が大学

を卒業できたのは，この奨学金のおかげだという内容の手紙をいただき，教育委員会

事務局内で情報共有をしました。何とか財源があれば続けていきたいと思うのです

が，なかなか難しいところです。 
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（福嶋委員）大学は，企業から返さなくても良い奨学金をもらっているところがありま

す。条件として，作文の提出や企業見学に行くという条件で，月額５，６万円の奨学

金だったと思います。是非何らかのかたちで続けていただきたいと思います。 

 

（伊藤委員）この奨学金をもらわれた方に，大学を卒業できた，就きたい職業に就けた

など，経験談を投稿していただける方に協力いただいて，こういうことをしたことに

よって，どれだけの人が将来を目指すことができたかというような企画をしていく

のも一つのアピールではないかと思います。少し援助してもらうことによって，成績

優秀な方の夢が現実になったということを大きくアピールしていくことを企画する

ことも一つだと思いますので，よろしくお願いします。 

 

（教育長）もう少し努力の余地があるのかなと思います。ありがとうございます。 

 

（教育長）ほかには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，報告

事項の３番目，「平成３０年度鈴鹿市考古博物館催し物案内について」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３番目「平成３０年度鈴鹿市考古博物館

催し物案内」につきまして，説明申し上げます。カラー刷りのパンフレットを御覧く

ださい。現在，開催中の速報展「発掘された鈴鹿２０１７」は，昨年度から年度をま

たいで開催しているものです。また，須賀遺跡・伊勢国府跡（長者屋敷遺跡）は，５

月１９日（土曜日）午後２時から岡田南遺跡・一反通遺跡・磐城山遺跡については，

６月１７日（日曜日）午後２時から発掘担当者によるスライド説明会を実施いたしま

す。なお，平成３０年度中に行う発掘調査の結果につきましては，平成３１年３月か

ら開催予定の速報展「発掘された鈴鹿２０１８」で紹介させていただきます。考古博

物館開館２０周年記念特別展といたしまして，「三重のはにわ大集合！」を三重県埋

蔵文化財センターの共催で予定しています。特に，子ども達に人気のある埴輪，県内

の古墳などから出土した人や馬，家などの様々な形をした埴輪を紹介します。企画展

につきましては，秋季の展示が，「中世陶器の魅力－椎山の中世陶器 part3－」，冬季

には，「伊勢国分寺のすべて」の２回を計画しています。また，企画展等に関連した

講演会や寺院官衙シリーズの講演会，博物館入門講座を開催するほか，年間を通して

行っています勾玉・土笛作り，好評のつるカゴ作りやとんぼ玉作りなどの体験講座も

行ってまいります。また，ゴールデンウィークには，別紙チラシの日替わり体験講座

を企画し，考古博物館で，草木染や角かご作りなど様々な体験をしていただきます。

そのほか，恒例の「夏休み子ども体験博物館」，「お月見ミュージアムコンサート」や

「春まつり」も計画しており，多くの方が来館していただけるような魅力ある内容で

実施していく予定でございます。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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（福嶋委員）考古博物館主催の講演会には，どのような年齢層の方が参加されるのでし

ょうか。 

 

（文化財課長）講演会は年間通じて多数開催していますが，高齢の方が大多数を占めて

います。 

 

（福嶋委員）男女比はどうなってますでしょうか。女性も多いのでしょうか。 

 

（文化財課長）しっかりとした数字は今持ち合わせていませんが，男性のほうが多い傾

向です。 

 

（福嶋委員）文化振興事業団では，芸術や音楽鑑賞に行かれるのはどうしても女性が多

くて，男性をどう引き込むかが悩みのようでした。こういった歴史的なものについて

は，圧倒的に男性が多いのですね。 

 

（教育長）コラボをするといいのかもしれません。 

 

（福嶋委員）そうですね。「三重のはにわ大集合！」では，三重県埋蔵文化財センターか

らは，きっと良い埴輪が来るのでしょうね。 

 

（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）｢５月教育委員会定例会の開催について｣をお願いします。 

 

（参事兼教育総務課長）５月定例会でございますが，平成３０年５月２９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,５月教育委員会定例会を５月２９日火曜日午後２

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３０年５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。 
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４月教育委員会定例会終了 午後４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 下古谷 博司 

 


