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平成３０年５月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成３０年５月２９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（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），地域協働課長（伊與田美彦），文化振興課長（近

藤眞智子），図書館長（渥美裕子），子ども育成課主幹兼保育幼稚園グループリーダ

ー（中村康次郎），書記（鈴木明），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）学校運営協議会委員の任命について              （教育支援課） 

（３）鈴鹿市公民館運営審議会委員の委嘱について          （地域協働課） 

（４）鈴鹿市社会教育委員の委嘱について              （文化振興課） 

（５）鈴鹿市立図書館協議会委員の任命について             （図書館） 

 

６ 報告事項 

（１）平成３０年度園児，児童，生徒数について    （学校教育課・子ども育成課） 

（２）「よい歯のコンクール」の開催について             （学校教育課） 

（３）鈴鹿医療科学大学との連携事業の協定締結について       （学校教育課） 

 

７ その他 

（１）６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 

 

（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５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，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１８７０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 
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（参事兼教育総務課長）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１８７０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。幼稚園教育要領の改訂に伴いまして，平成３０

年３月３０日付けで，文部科学省から「幼稚園及び特別支援学校幼稚部における指導

要録の改善について」の通知が出されました。その通知と文部科学省から示された様

式の参考例に基づきまして，本市公立幼稚園の幼児指導要録の様式を改定したいと

考えております。まず，学籍に関する記録です。３ページの新様式と７ページの旧様

式を見比べていただきますと，レイアウト上の変更はございますが，記載する項目や

内容に変更はございません。これまではＢ４サイズ横置きの様式を使用しておりま

したが，新様式では小中学校と同じようにＡ４サイズ縦置きに変更いたしました。次

に指導に関する記録についてです。指導に関する記録は，１年間の指導の過程とその

結果を要約して記述することで，次の年度の適切な指導に資するための資料となり

ます。旧様式からの主な変更点は，２点ございます。１点目は，発達の状況欄がなく

なったことです。８ページの旧様式では，年度当初と比較して著しい発達が見られた

項目に丸印をすることになっておりましたが，４ページ,５ページの新様式では，指

導上参考となる事項への記述のみとなりました。これは，幼児の成長の姿を評価する

には，１年間の指導過程を振り返り，年度当初の幼児の姿を基にして，どのように伸

びたかを全体的・総合的に捉えることが重要であり，一定の側面を捉えた評価となら

ないように配慮する必要があるためです。２点目は，最終年度の記入にあたりまして

は，特に小学校での児童の指導に生かされるよう，新様式では５ページの右側に幼児

期の終わりまでに育ってほしい姿を示したことで，指導の過程と育ちつつある姿を

分かりやすく記入できるようになっております。これは，５歳児修了時の姿を幼稚園

教員と小学校教員が共有することによって，幼児教育と小学校教育との接続が一層

強化されることを期待しての改定となっております。なお，指導に関する記録につき

ましても，学籍に関する記録同様，Ｂ４サイズ横置きからＡ４サイズ縦置きに変更い

たしました。本様式は，本日の定例会で御承認いただきましたら，今年度から使用し

たいと考えております。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。 

 

（伊藤委員）公立幼稚園ということでしたが，文部科学省から私立幼稚園へはこれと同

様の通知が送付されるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）教育委員会へは公立幼稚園の書式について通知が出されていますが，

保育所や私立の幼稚園にもこれに準じて改定をするということになっています。実

際のものを見たことがございませんので詳細はわからないのですが，ほぼこれと同

様の様式になっていると聞いております。 
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（伊藤委員）私立幼稚園の来年度小学１年生になる方のこういった書類について，全て

チェックしていただいて，教育委員会事務局で現状把握をしていると思ってよろし

いのでしょうか。 

 

（教育指導課長）私立の幼稚園，保育所についても，小学校へ幼児指導要録というのが

一緒に送られてきますので，それを１年生の新担任や学校教諭が見て小学校の指導

に生かされるようなシステムになっております。「幼児期の終わりまでに育ってほし

い１０の姿」というのは，公立幼稚園のみに適用されるものではなくて，保育所や私

立幼稚園も共通でございますので，これを踏まえて小学校のカリキュラムが始まる

ことになります。 

 

（伊藤委員）もう一つよろしいでしょうか。ある程度のデータが上がってきてから，新

１年生となると思うのですが，そのデータに基づいて最終的に鈴鹿市の小学生はこ

ういうことを目指したいということを決める大きな会議は開かれるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）市全体といたしましては，幼稚園からの接続カリキュラムを受けて，

小学校全体でスタートカリキュラムを作成するようになっています。そのカリキュ

ラム作成にあたっては，教育委員会事務局が主導いたしまして，カリキュラムの基と

なるものを作成したいと考えています。それに基づいて，各小学校で目指したい姿で

あるとか，具体的な子どもの姿を個々に話し合って，どのような子どもたちを育てて

いくのかについて，話し合いを持つことになります。 

 

（福嶋委員）今回の資料は小学校で使われたりすると思いますが，こういった内容はど

うやって保護者の方に伝わっていくのでしょうか。各小学校での通知簿のようなも

のがあるのか教えていただけませんでしょうか。 

 

（教育指導課長）幼児指導要録につきましては，小中学校の指導要録と同様，保護者に

対して公開はしていませんので，日頃の園児の様子を見て，担任がきめ細かに保護者

に様子を伝えていくということになると思います。園によっては通信等で伝えてい

るところもあると聞いています。 

 

（福嶋委員）これが小学校と幼稚園の間でのシークレットなものではなく，このように

感じているのですということや，こういったところはどうなのでしょうかという，親

御さんと相互に，常に温かい目で互いに見合うということを考えてほしいと思いま

す。これが小学校と幼稚園だけの参考資料とならないように，どこか違うところで生

かしてもらえば良いと思います。 

 

（教育長）小学校では通知表を使って保護者懇談会などを行いますが，きっと幼稚園で

もあると思います。 
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（福嶋委員）幼稚園でも手帳のようなものがあり，連絡しているとは思います。 

 

（山中委員）タイトルしか見ていないですが，幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の

１０項目と，ねらい（発達を捉える視点）は，密接にリンクはしていないのですね。

現場の先生方は，発達を捉える視点で「健康」から「表現」まで項目があり，これに

記入していくわけですが，書き始めの段階では戸惑ったり，頭を悩ませたりという先

生方も出てくるのではないかと思います。もしそういった危惧があるのであれば，そ

ういったところもケアしてあげてほしいと思います。 

 

（教育指導課長）幼稚園教育要領は今年度から全面実施をされていまして，１０の姿に

基づいた具体的な保育がなされていますが，指導要録の様式を示すのは今回が初め

てでございます。書き方やどのようなことを書いていくかについては教育指導課で

雛形を示しながら，わかりやすく書いていただけるような配慮をしていきたいと思

います。 

 

（下古谷委員）古い様式から新しい様式への変更で，発達の状況の丸印が消えたという

ことなんですが，先生としては，丸印がいくつか入っていると，文章を読まなくても

この子はこの点が伸びているということが一見してわかると思います。それが文章

になると先生としては記述しないといけないので，仕事量が少し増えるのかなと思

います。やはり丸印があると，一見してこの部分が伸びているということがわかって，

先生方の引継ぎがうまくいくのかなと思いますが，いかがでしょうか。 

 

（教育指導課長）新様式では発達の状況の丸印がなくなりました。記述による評価にな

りますが，事実を客観的に見て，具体的でわかりやすく端的に記述することとなって

いますので，多少文章の記述で時間を要しますが，この全ての枠を埋めるというわけ

ではありません。特徴的な姿を捉えて次年度参考になることを記述してもらうこと

になります。なるべく教職員の負担にならないようにしたいと思います。 

 

（下古谷委員）出欠状況のところで，「教育日数」と「出席日数」とありますが，この違

いを教えていただけますでしょうか。 

 

（教育指導課長）教育日数というのは，幼稚園の教育課程に基づきまして，４歳児，５

歳児の学年で，子どもたちが年間何日間，保育を受けるかという幼稚園の設定した日

数になります。そして，その教育日数に基づいて出席をした日数が出席日数となりま

す。 

 

（教育長）小中学校での授業日数ということになります。 

 

（伊藤委員）２０２０年くらいから公立幼稚園も保育園と同じように，早くから子ども
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を預かったり，延長保育をする方向に動くという新聞の記事を読んだことはないで

しょうか。 

 

（教育指導課長）そのあたりの情報はまだ掴んでいません。現時点では公立幼稚園では

預かり保育などは実施してはおりませんし，申し訳ないですが，その先どうなってい

くかはわからない状況です。 

 

（子ども育成課主幹兼保育幼稚園グループリーダー）今，幼稚園，保育園の無償化に向

けて動いている部分はあるのですが，公立幼稚園が預かり保育をするというのは，ま

ず市でも確認が必要になってきます。鈴鹿市の場合，公立幼稚園は４歳児，５歳児し

か教育していませんので，３歳児も含めて実施するかしないかというのは，私立の幼

稚園連盟などと話し合いをしてからではないと，進んでいかないという部分はあり

ます。また，国から絶対しなさいという指導も出ていない状況です。 

 

（伊藤委員）そうすると，こういったことをしても良いですよという国の指針が出ても，

それに従っていくかどうかは，各自治体で決めるのですか。 

 

（子ども育成課主幹兼保育幼稚園グループリーダー）そうです。 

 

（伊藤委員）そうなのですね。国が指針を出しても，すぐに鈴鹿市がそれを行うという

状況ではないということでしょうか。一度，市の中で，私立幼稚園とのやり取りをし，

鈴鹿市としてどうしていくか決めていくということでしょうか。 

 

（子ども育成課主幹兼保育幼稚園グループリーダー）そうです。 

 

（福嶋委員）先ほど，私立幼稚園の連盟と協議をしながらとおっしゃっていたのですが，

公立幼稚園が先達になってやっていくということは，なかなか難しいことなのでし

ょうか。やっぱり歩調を合わせてということになるのでしょうか。 

 

（子ども育成課主幹兼保育幼稚園グループリーダー）今までの経緯や流れということも

あり，市だけで進めるというわけにはいきません。四日市市や津市の公立幼稚園では

３歳児，４歳児，５歳児を預かっていますが，まだ鈴鹿市は４歳児，５歳児のみです。

鈴鹿市の乳幼児を預かる状況というのを加味しながら進めることになりますので，

そのあたりは，保育でしたら保育連盟といったところと協力し合ってやっていくこ

とになります。 

 

（福嶋委員）公のほうでリードして，あるべき姿を模索していくということも可能だと

思いますので，模索してやっていただけたらと思います。 

 

（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，お諮り
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します。議案第１８７０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１８７０号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）次に議案第１８７１号「学校運営協議会委員の任命について」をお諮りいた

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１８７１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。１０ページを御覧ください。４月教育委員会定例

会にて，４１７名の学校運営協議会委員の任命を承認頂いたところですが，その後，

２つの小学校長から委員の変更及び推薦の申請がございました。１校目の明生小学

校からは，竹田様の辞任に伴い，住吉町奈良の自治会長である内納様の推薦がござい

ました。２校目の庄野小学校からは，ＰＴＡ役員の古川様１名を追加する推薦がござ

いました。承認いただきますと，市内の学校運営協議会委員はＰＴＡ役員が１名増え，

４１８名となります。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。 

 

（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。

議案第１８７１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１８７１号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）次に議案第１８７２号「鈴鹿市公民館運営審議会委員の委嘱について」をお

諮りいたします。 
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（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，社会教育法第３０条第１項の規定に

基づき鈴鹿市公民館運営審議会委員の委嘱を行うについて，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。 

 

（地域協働課長）それでは，私からは議案第１８７２号「鈴鹿市公民館運営審議会委員

の委嘱」につきまして，説明申し上げます。１２ページを御覧ください。平成３０年

度鈴鹿市公民館運営審議会委員名簿でございます。公民館運営審議会委員は社会教

育法及び，鈴鹿市公民館条例に定められた委員でございまして，委嘱の基準につきま

しては，学校教育若しくは社会教育の関係者，家庭教育の向上に資する活動を行う者

又は，学識経験のあるものの中から，教育委員会が委嘱をすることとなっております。

任期につきましては，条例の定めるところにより１年となり，平成３０年６月１日か

ら２０１９年５月３１日まででございます。委員として選考させていただいた方は，

まず，学校教育関係者といたしまして，鈴鹿市立神戸幼稚園長の杉本佳代様，鈴鹿市

立明生小学校長の宮崎哲郎様，鈴鹿市立白鳥中学校長の宮村喜代美様でございます。

この３名は，幼・小・中の校園長会において御推薦いただいた方々です。次に社会教

育関係者でございます。鈴鹿市青少年育成市民会議会長の山本信一様，鈴鹿市ＰＴＡ

連合会会長の松尾健様，鈴鹿市生活学校会長の渥美恭子様，鈴鹿市立図書館協議会委

員の林佳代子様の４名でございます。最後に，学識経験者として，公民館の運営を審

議するといった委員の職務内容から，現役の公民館長ではなく，元鈴鹿市立旭が丘公

民館長の大井康裕様を充てることとし，御覧のとおり８名の方を選考させていただ

きました。以上，よろしく御審議の上，承認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）名簿については，異論はないです。最近，公民館運営審議会では，どのよ

うな議題が上がってきているのでしょうか。 

 

（地域協働課長）実は公民館運営審議会は定期的に行っているものではありません。ほ

とんどの委員が社会教育委員と兼ねている部分もあるのかもしれませんが，以前審

議会が開かれたのは１０年ほど前になり，公民館と地区市民センターが一緒になる

という議題のときに審議会が開かれました。ですので，次の審議会を開催する事案と

しては，料金改定などのときなどが考えられます。このあとの議題にも社会教育委員

さんのこともありますので，その中でもいろいろ活動を考えていきたいと思います。 

 

（福嶋委員）今後公民館というのが，生涯教育や地元の皆さんを支えていくことや，文

化の面でもかなり重要な役割を果たしていくと思います。そういう面では，やはり皆

さんが思っている地域のニーズに合わせていけるように変更していけるところは変
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更し，そういった感覚を持っていただいて，動いていただくという審議会が，やはり

必要ではないのかなと思います。施設の問題や活動内容についてなど，本当はいろい

ろな問題を抱えていると思いますので，是非，年１回くらいは審議会を開催していた

だきたいと思います。 

 

（地域協働課長）鈴鹿市の総合計画に則って，鈴鹿市の中で地域づくり協議会を地域協

働課で所管していまして，自治会連合会も地域協働課が窓口になっています。今後，

公民館の関わりが大きくなっていくと思いますので，そういった意味でも福嶋委員

がおっしゃられたように，公民館運営審議会にお示ししながら，参考にさせていただ

きたいと思います。 

 

（伊藤委員）少子高齢社会の中で，市の核になるのが公民館だと思います。例えば，人

口知能などが入ってきて，各高齢者のお宅に血圧計などがあって，すべてそのデータ

が公民館に行くなど，最終，そういった目的を持ってやっていかないといけないと思

います。公民館はいつもひっそりしており，これは使えるけど，これは無理ですなど，

非常に縛りがきつくなっています。しかし，しっかりした建物は作ってもらってあり，

住民票などが取れることも大事ですが，きっと本来の目的とは違っていると思いま

す。少子高齢を各地区で支えていくには，公民館が核になるしかないと思います。今

の公民館を見せてもらうと一歩だけでは足りないと思いますので，何歩も進んだよ

うな，時代のニーズにあった公民館にしていってほしいと思います。ロボットがおり，

データが飛んできて，どの人がこの健康状態などとすぐわかる時代がすぐに来ると

思いますので，もう少し前に進んでいただきますようにお願いいたします。 

 

（地域協働課長）心強いお言葉ありがとうございます。少し言葉足らずでしたが，地域

づくりの拠点となるのも鈴鹿市としては，公民館と考えていまして，福祉，防災とい

ったものの事務的なことも含めて拠点になるようなことになると思います。伊藤委

員がおっしゃられたことを参考にして，今後進めていきたいと思います。 

 

（教育長）伊藤委員は本当に柔軟な発想をお持ちで，また何かアイデアがありましたら

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，御意見もないようですので，お諮り

します。議案第１８７２号「鈴鹿市公民館運営審議会委員の委嘱について」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１８７２号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 



9 

（教育長）次に議案第１８７３号「鈴鹿市社会教育委員の委嘱について」をお諮りいた

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，社会教育法第１５条第２項の規定に

基づき鈴鹿市社会教育委員の委嘱を行うについて，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。 

 

（文化振興課長）それでは，私からは議案第１８７３号「鈴鹿市社会教育委員の委嘱」

につきまして，説明申し上げます。１４ページを御覧ください。御覧いただいている

のは，平成３０年度鈴鹿市社会教育委員名簿でございます。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，学校教育若しく

は社会教育の関係者，家庭教育の向上に資する活動を行う者又は，学識経験のある者

の中から，教育委員会が委嘱することとなっております。任期につきましては，条例

の定めるところにより１年で，平成３０年６月１日から２０１９年５月３１日まで

でございます。まず，学校教育関係者といたしまして，鈴鹿市立神戸幼稚園長の杉本

佳代様，鈴鹿市立明生小学校長の宮崎哲郎様，鈴鹿市立白鳥中学校長の宮村喜代美様

でございます。この３名は，幼・小・中の校園長会において御推薦いただいた方々で

ございます。次に，社会教育関係者でございます。鈴鹿市青少年育成市民会議会長の

山本信一様，鈴鹿市ＰＴＡ連合会会長の松尾健様，鈴鹿市立一ノ宮公民館長の井上哲

雄様，鈴鹿市生活学校会長の渥美恭子様，鈴鹿市立図書館協議会委員の林佳代子様の

５名でございます。以上，８名の方を選考させていただきました。私からは，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。 

 

（福嶋委員）先ほどの公民館運営審議会委員と同じような方の名前がありますが，これ

は何か理由があるのでしょうか。 

 

（文化振興課長）公民館運営審議会委員と社会教育委員が，以前は同じ生涯学習課での

所管であったというのが理由ではないかと思います。 

 

（福嶋委員）成人式のときに社会教育委員の方にお会いさせていただくのですが，良い

方が揃ってみえるなと思っています。社会教育委員の方の会議では，どのような議題，

話題が挙げられているのでしょうか。 

 

（文化振興課長）年に３回程会議を開催していまして，活発な委員ということで，６月

５日に社会教育の活動がこのように大切であるということで，広報誌を作って自治

会回覧をしたり，社会教育委員さん自身で勉強もしてみえます。 
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（福嶋委員）勉強されていてすごいと思います。社会教育というのは人生の３分の２以

上を占める領域になるので，ここで決まったものによって行政が動けるようになっ

たというようなシステム作りをしていただいて，是非活発にやってほしいと思いま

す。また，教育委員にも御意見いただけるような委員会にしていただけたらと思いま

す。 

 

（文化振興課長）社会教育委員の職務として，教育委員会から諮問をいただいて，それ

に意見を述べるということがありますので，意見が言えるようになると良いと思い

ます。今後，そのお話も社会教育委員へ伝えさせていただきます。 

 

（教育長）なるべく実りのある充実した会になると良いと思います。 

 

（下古谷委員）さきほどの公民館運営審議会委員だと，学識経験者の方が１名みえたと

思いますが，社会教育委員には配置されていません。何か理由があるのでしょうか。 

 

（文化振興課長）今のところ学識経験者の方が必要なく，現在の委員の中にも学識経験

者に匹敵する方もみえますので，特に配置していないのだと思います。 

 

（教育長）公民館運営審議会委員さんでは，学識経験者として元旭が丘公民館の館長さ

ん，社会教育委員さんでは，現公民館長さんが委員に入ってらっしゃいます。 

 

（地域協働課長）教育長が言われたように，公民館運営審議会委員さんは現職の公民館

長が入っていると意見が言いにくい部分がありますので，学識経験者として元公民

館長さんに入っていただいていると思います。逆に社会教育委員さんでは，現職の公

民館長のほうが現場のことをよく理解していただいておりますので，そのように区

別させていただいているのだと思います。 

 

（山中委員）私も社会教育委員をやらせていただいたことがあるのですが，公民館運営

審議会委員も拝命させていただきました。ただ，会議が一回も開かれなかったことが，

良いのかと思いました。実際に議論する内容は重複する部分はあると思います。子ど

もたちの長期の休みのときに地域の公民館でいろいろな教室を開いていただいたり，

そういった部分で学校としても助かった部分もありました。また，公民館の館長によ

ってだいぶ温度差もあって，積極的な方だと地域の中心として文化を盛り上げてい

くという思いだったりします。公民館運営審議会の委員としても，そういった情報が

ほしいですし，その中で議論していきたいのだと思います。所管の課が違うので，難

しい部分があると思いますが，共通の会議は開けないでしょうか。実際，社会教育委

員会は年に２，３回は開かれていますので，そこで少し公民館運営審議会を開けたら

良いと思います。いかがでしょうか。 
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（地域協働課長）いろいろ御提言いただいて，ありがとうございます。公民館運営審議

会の委員さんになっていただいて，会議を開いていないというのは忍びないです。か

なり社会教育委員さんと共通する部分があって，社会教育委員の中に公民館運営審

議会が入っているような部分もあると思いますので，議論も含めて担当課と調整し，

皆さんに参加していただけるように，また，公民館の内容を委員さんにより知ってい

ただけるように進めていきたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 

（教育長）前向きなお話，ありがとうございました。 

 

（伊藤委員）何年か前に公民館がなぜ自由にならないかというお話をしたとき，公民館

の建設時に国のお金が入っていて，市の自由にならないということを聞いたことが

あります。これというのは，ずっと半永久的に続くのでしょうか，それとも各自治体

がある程度年数が経ったところで活用をしていけるような権限があるのでしょうか。 

 

（地域協働課長）きちんとしたデータを持っていないので，申し訳ないですが，伊藤委

員が言われるように，国の補助金で作った施設については，当然国はその目的のため

に補助金を出しています。このため，基本的にその年度内，その用途にしか使っては

いけないということが原則になります。少し紹介をさせていただきますと，牧田公民

館の建設を始めているのですが，その建設費については国の補助はついていない状

況です。もしかすると以前説明させていただいたものとは，状況が変わっているかも

しれませんが，当然公民館についても条例がありますので，それに基づいて運営をさ

せていただいています。その用途を変更しようとすると，補助金以外にも内部的な手

続きを経てからでないと変更することができませんので，そういったところを御理

解いただきたいと思います。 

 

（教育長）質問の内容も，社会教育委員さんとだいぶ重複する部分があると思います。 

 

（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，お諮り

します。議案第１８７３号「鈴鹿市社会教育委員の委嘱について」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１８７３号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）次に議案第１８７４号「鈴鹿市立図書館協議会委員の任命について」をお諮

りいたします。 

 

（書 記）議案を朗読 
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（参事兼教育総務課長）提案理由でございますが，図書館法第１５条の規定に基づき鈴

鹿市立図書館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。 

 

（図書館長）それでは，私からは議案第１８７４号「鈴鹿市立図書館協議会委員の任命」

につきまして，説明申し上げます。１６ページを御覧ください。鈴鹿市立図書館協議

会委員は，図書館法の第１５条に基づき，教育委員会が任命することとされており，

任命基準は，同じく図書館法第１５条及び鈴鹿市立図書館条例において学校教育若

しくは社会教育の関係者，家庭教育の向上に資する活動を行う者又は学識経験のあ

る者であることと定めております。名簿順に学識経験者から衣斐弘行様，家庭教育活

動関係者からこどもサポート鈴鹿の林佳代子様，社会教育関係者から鈴鹿市青少年

育成市民会議事務局長の森川克美様，鈴鹿市ＰＴＡ連合会研修部副部長の石井育子

様，鈴鹿市立一ノ宮公民館長の井上哲雄様，図書館ボランティアを代表して，おはな

し会「アリス」代表の木村由美子様，音訳グループ「鈴の音」代表の桑原道代様，学

校関係者から鈴鹿工業高等専門学校学生課図書係長の藤田時子様，三重県学校図書

館協議会鈴鹿支部長で庄野小学校長の加藤敏明様の９名です。委員の任期は１年と

定めており，６月１日から来年５月３１日まででございます。なお，衣斐弘行様，林

佳代子様，森川克美様，井上哲雄様，木村由美子様，及び藤田時子様の６名は，昨年

度から引き続き委員をお願いするものです。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）図書館さんはここ数年，いろいろな企画や取組をやっていただいていて，

幅広く来館者をということで努力していただいています。図書館をめぐる環境とい

うのは本当に日々変わっていて，喫茶店を図書館内に作ったりするところや，利用者

の面では，時間ができたら図書館へ行くという高齢者の方が増えたりといった様々

な課題があると思います。このような中で，大きな障害としては予算がないこととは

思いますが，図書館は今後どのように進んでいって，ほかにはどのような課題がある

のでしょうか。 

 

（図書館長）いろいろな課題が山積みだと思いますが，施設の維持管理や今後の方向性

であるとか，今からもう少し図書館のほうで調整して進めていきたいと考えていま

す。図書館を利用していただく人はよく利用いただくのですが，来ない方は全く来な

いということがありますので，そういった方に来ていただけるようなきっかけ作り

や，地域での活動の一助になるようなボランティア活動というところにも力を入れ

ていきたいと思います。 

 

（福嶋委員）図書館は本当に文化の拠点ということがありますので，将来はこのように
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したいという長期的の視点と，身近な対策である短期的な視点の両方で進めていっ

ていただきたいと思います。 

 

（伊藤委員）図書館単独で何かをやっても，なかなか人は集まらないので，文化会館な

どもう少しトータルとして計画していただかないと無理ではないかと思います。単

独だと予算がないということで終わってしまうと思います。いかに図書館や文化会

館に人が集まってくるかということを，もう少し視点を変えていただいて，大きな枠

の中での図書館というのを考えていただけると良いのではないかなと思います。 

 

（図書館長）文化会館も同じ部ですので，連携し，いろいろな事業で皆さんに足を運ん

でいただきたいと思います。図書館の隣にあります商工会議所さんからも，お仕事体

験などのお話をいただいています。図書館の開館の日が決まっていますので，開館日

に事業がありますとたくさんの方の受入れは難しいですが，少しでも協力できるよ

うに司書や本の修正などの体験について，連携していきます。また，子育て支援のと

ころにも出かけて，読み聞かせなども実施していきたいと思います。 

 

（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，お諮り

します。議案第１８７４号「鈴鹿市立図書館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１８７４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。報告事項１番目の「平成３０年度園児，

児童，生徒数について」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「平成３０年度の園児，児童，生徒数」

につきまして，説明いたします。なお，園児は所管が子ども育成課になりますが，一

括して報告させていただきます。まず，１ページ及び１－１ページを御覧ください。

１ページは，今年度の園児数，学級数です。１－１ページは，昨年度です。昨年度も

前年度の表があれば良いという指摘をいただいておりましたので，この表を付けさ

せていただきました。どちらも，網掛け部分は休園ということです。１－１ページの

昨年度は，３園の休園を含む１４園でした。今年度は，牧田幼稚園及び河曲幼稚園の

２園の廃園によって，今年度は，１２園を管理しておりますが，一ノ宮幼稚園が休園

のため，１１園で運営しております。次に園児数と学級数についてです。４歳児は，

２４９人で，９園１０学級，５歳児は，２７６人で，１１園１４学級です。なお，５

歳児学級には，４歳児との複式学級の２園，栄及び椿幼稚園を含んでおります。全体

では，５２５人，２４学級となっており，昨年度と比べますと，人数で７人の増，学
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級は１学級の増となりました。続きましては，２ページ及び２－１ページを御覧くだ

さい。２ページは，今年度の小学校の児童数，学級数です。市内の総計は，最下段の

右２列で，１１,２０４人，４６９学級となっております。昨年度より２８人減，２

学級の減となっています。次に３ページ及び３－１ページを御覧ください。３ページ

は，今年度の中学校の生徒数，学級数です。市内の総計は，最下段の右２列で，５,

４７１人，１９４学級となっております。昨年度より３００人減，２学級の減となっ

ています。なお，小学校，中学校をあわせた児童生徒数・学級数は，１６,６７５人，

６６３学級で，昨年度より，３２８人の減，４学級の減となっています。以上で報告

とさせていただきます。 

 

（教育長）じわじわと少子化が進んできているようです。 

 

（福嶋委員）全体数に目が行って，今まであまりしっかり見ていなかったのですが，障

がいを持った方は多いのだなと思いました。現場では苦労が多いということが，これ

だけでもわかると思います。そういった現場での一番大きな悩みというのはどのよ

うなことがあるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）特別支援学級は年々増えている状況でございます。今までと違う状況

になっているのは，特別支援学級のお子さんが増えたのと，普通学級ですが発達に問

題のあるお子さんが年々かなり増えているということです。今までの指導のやり方

ではなく，個々のお子さんの状況に合わせた指導方法を考えなくてはならないとい

うことで，先生のスキルも求められています。 

 

（福嶋委員）新しい取組みをやっていこうということは何かあるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）予算的なものとして，まず看護士を配置させていただくことになりま

した。数年前までは介助員という職種の配置のみで，看護士の配置は学校にはござい

ませんでしたが，２年前から看護士を入れることとなりました。今までであれば特別

支援学校へ行ったであろうというお子さんも，保護者の方の願いもあって，地元の学

校でほかの友達と一緒に過ごしているということもございます。こういったことで

年々需要が増えてきています。また，特別支援教育の充実のため，指導の仕方を変え

ていかないといけないということで，今までであれば一斉授業でしたが，その子への

合理的配慮を施そうと思ったときに，どういう環境，どういう指導をしていけば良い

のかを，教育委員会事務局で考えていかなければならないと指示をいただいている

ところです。 

 

（福嶋委員）看護士さんは何名来ていただいていて，その費用はどのようになっている

のでしょうか。 

 

（学校教育課長）小学校で２名，中学校で１名でございます。費用は介助員の費用より
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高めで時給１，１５０円，時間としては介助員と同じで，１日に５.７５時間以内と

なっています。扶養の範囲内で働けるようになっています。 

 

（下古谷委員）看護士さんが小学校２名，中学校１名ということで，学校側がこれくら

い必要だという人数は充足しているのでしょうか。 

 

（学校教育課長）充足はしていないです。保護者の中には看護士が必要になった時点で，

諦めて特別支援学校へ行かれる方もみえますし，普通学級に行かれる方もみえます。

そのような中で，看護士が，ある学校を拠点として，学校を兼務している状況です。 

 

（下古谷委員）今年はスクールカウンセラーについては，国から予算配置があったと思

いますが，そういった予算は看護士のほうへは充てられないのでしょうか。 

 

（学校教育課長）看護士は市の予算になるのですが，国から３分の１の補助をいただけ

ることになっています。今後もそのように国の補助を活用しながら進めていきたい

と考えています。 

 

（下古谷委員）看護士が少ないというのは，こちらが探しても「うん」と言っていただ

ける方が少ないということでしょうか。 

 

（学校教育課長）そうです。 

 

（下古谷委員）いろいろと問題がありそうですね。 

 

（教育長）看護士さんの不足は本当に課題です。 

 

（伊藤委員）生徒数一覧にある「知的・情緒・肢体」というのは，学校に入るときに特

別支援学校に行くか，保護者の希望もあって普通の学校に行くか，また，その中で普

通の学校であれば，特別支援学級と普通学級とに分けられるのでしょうか。その基準

はどのようになっているのでしょうか。 

 

（学校教育課長）入学の前年度に特別支援学級に入るか，特別支援学校に入るかという

のは，保護者の同意を得て，就学判定というのを行います。外部の方も入れた就学支

援委員会というものが市の中に一つ設置されていて，一人ひとりの発達の判定をさ

せていただきます。その就学支援委員会の中で，特別支援学校，特別支援学級，普通

学級という判定がされます。 

 

（伊藤委員）各学校の研究発表を見させていただくと，どのクラスにもそういったお子

さんたちが見受けられます。補助員がみえるときもありますし，みえないときもあり

ます。また，その子の発達に応じて，きちんとした教育を受けたほうが伸びるのでは
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ないかというお子さんを見ることもあるのですが，そういったお子さんには取出し

授業などをされるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）特別支援学級には１クラス最高８人在籍できます。その中で担任の先

生と介助員の数が，子どもたちの数より少ないですので，普通学級へ入れないといけ

なくなることがあります。例えば，１年生から６年生までのお子さんが１つの特別支

援学級に入っていても，１人の先生が全ての学年を見るということはできませんの

で，ほかの学年は普通学級へということはあります。そのときの決まりとして，１週

間に８時間は必ず特別支援学級にいなければならないと決めています。取出しと言

うよりも先生と１対１，１対２でそのお子さんに教育するということです。 

 

（伊藤委員）昨年，石薬師小学校で，習熟度別の授業をされていて，あの授業を見たと

きに，クラスに３０人いたとして全員が同じレベルで上がっていくのは難しいのだ

ろうなと思いました。ハンディではなく個人差もあると思いますし，低学年では生ま

れ月によっては，大きな差があると思います。これは理想論ですが，習熟度別の授業

をして，例えばこの子は算数はＡだが，国語はＣ，音楽はＡというようになっていく

と，おそらくその子にあった教育と言うのができると思います。どこかの学校を見さ

せてもらったときに補助員の先生が授業中に立たないように一生懸命お子さんを押

さえてみえるのを見たときに，これがこの子にとって本当に良い教育なのかなとい

うことをすごく思いました。先生の問題，補助員の問題というのがあるのはよくわか

るのですが，そのあたりをその子のニーズにあったものということも含めて，何とか

自由な括りの中で，その子に合った教育をしてあげられないかと思っていたときに

石薬師小学校の習熟度別の授業を見せてもらいました。「あの子取出しで出て行くん

だ」ではなくて，「この子はＣだが音楽だけはすごい良い」というような教育にもっ

ていけると，その人の個性がそのまま上手に持っていってもらえると思います。これ

は理想論ですが，現実石薬師小学校の算数のクラスは３つに分けてみえたので，今後

そのようなことも含めて，子どもの伸びしろを見てあげてほしいと思います。 

 

（学校教育課長）合理的配慮や，学力向上，伊藤委員がおっしゃったような習熟度別授

業というものも効果があるのではないかと考えています。早速できるところからや

り始めて，効果があれば報告させていただきます。 

 

（教育長）習熟度別というのは普通学級の子に対して行っています。 

 

（伊藤委員）特別支援学級の子たちももしかしたら，科目別であれば習熟度別の授業に

少し行けるかなという子も出てくると思います。 

 

（教育長）伊藤委員が言われたように，特別支援学級に籍を置いている子が，普通学級

でみんなと一緒に社会については学びたいといった本人や親御さんのニーズに応じ

て，授業を組みかえることなどが行えると思います。それと，なぜ普通学級で授業を
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するかというと，やはり集団の中で生活することの効果というのを望んでというこ

ともあると思います。ですので，その子に応じた教育というのを，特別支援学級では

親御さんと共に考え，丁寧にしていかなくてはならないと思います。 

 

（伊藤委員）どの学校もそのあたりは手厚いです。支援計画などもしっかり立ててみえ

ます。ただ，みんな違って良いというのを実践するのに，いろいろな子をシャッフル

するとおもしろいと思います。きっと小学生というのを捉えると，すごく差があって

も，結局大きくなったときにそれほど差がなかったというお子さんもみえるので，そ

の辺り，自由度があると良いと思います。 

 

（教育長）場所と教える側の人数などあるかと思いますが，本当にそれができると理想

だと思います。貴重な御意見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，次の報

告事項に移ります。報告事項２番目の「よい歯のコンクールの開催について」をお願

いいたします。 

 

（学校教育課長）それでは，報告事項「よい歯のコンクール」につきまして，説明いた

します。資料４ページを御覧ください。例年，８０２０いい歯コンクールと同時開催

をしております。日時と場所は，６月７日（木）１４時から鈴鹿市保健センターで行

います。児童生徒の審査会は３次審査まで行います。その中から，最優秀賞，優秀賞，

努力賞を小学校，中学校からそれぞれ１名ずつ選びます。当日の歯の審査だけでなく，

図画ポスターコンクールも実施しております。これにつきましては，５月２２日に審

査を既に行っており，参加点数は，幼稚園２３点，小学校５３点，中学校３２点，特

別支援学級の部で２点，合計１１０点の参加点数でした。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。 

 

（福嶋委員）表彰されるのは，よい歯の頂点の方だと思いますが，現在子どもたちの歯

の健康と言うのは，従来と比べて良い方向に向かっているのでしょうか。どのような

傾向があるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）従来に比べて確実に良い方向に向かっています。やはり歯ブラシの機

能の向上などで確実によくなっています。 

 

（伊藤委員）最近あごの小さな子が多いですが，噛む力というのはどのようにお考えで

しょうか。 

 

（学校教育課長）勉強不足でそれについてはわかりかねます。調べさせていただきます。 
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（伊藤委員）そしゃく力というものも必要だと思いますので，よろしくお願いいたしま

す。 

 

（下古谷委員）歯のコンクールはありますが，例えば目や耳は同じようにコンクールは

ありますでしょうか。 

 

（学校教育課長）歯のみで，ほかはございません。 

 

（教育長）ほか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，次の報

告事項に移ります。報告事項３番目の「鈴鹿医療科学大学との連携事業の協定締結に

ついて」をお願いいたします。 

 

（学校教育課長）それでは，報告事項「鈴鹿医療科学大学との連携事業の協定締結」に

つきまして，説明いたします。資料は５ページとなります。昨今，小学校・中学校に

おいて直面している児童生徒の発達支援や不登校問題など，様々な課題解決に向け

て，教育委員会としましては，途切れのない支援をめざした特別支援教育を推進させ，

子どもや保護者の教育的ニーズに沿った支援体制を構築し，子どもたちの自立を促

し，社会に参加する力を身につけられるよう取組を推進しているところでございま

す。そのような状況の中で，昨年度から，鈴鹿医療科学大学と連携を図り，教員の臨

床心理士の育成を目指してまいりました。先週の５月２５日（金），教育委員会室に

おきまして，豊田学長と教育長で連携事業に関する協定締結式を行いました。協定に

基づき，医療科学研究科臨床心理学分野に，市内小中学校教員を対象として１年間で

２人の特別推薦枠を設けていただき，およそ２年間学ぶことで，資格を取得すること

となります。毎年２人ずつ受講できるようにさせていただきたいと考えています。将

来的には，資格を持った教員を中学校区ごとに配置し，発達の検査や子どもたちや保

護者の心理カウンセラー等に対応できるようにしていきたいと考えております。学

んだ教員が，今後の教育活動に十分な力を発揮してくれることを期待しているとこ

ろです。また，ほかにも，大学が行う臨床心理に関する研究，実習への協力につきま

しては，教育委員会，学校現場で行っていきます。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。 

 

（山中委員）すごく良い制度だと思います。少し質問させてください。趣旨の中に「公

認心理士及び臨床心理士」とありますが，公認心理士とはどのようなものなのでしょ

うか。また，２人を現場の教員から選ぶのに，どのように選んでいくのでしょうか。

そして，２年間の勤務形態はどのようになっているのでしょうか。それから臨床心理

士の資格を得たあと，現場に戻ってその先生はどのような待遇，扱いになるのでしょ

うか。せっかく臨床心理士の資格も持ってみえるので，それなりの活躍もしていただ

きたいと思います。 
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（学校教育課長）一点目の公認心理士と臨床心理士について，最近公認心理士という名

前が出てきています。この二つで違うところは，公認心理士は国家資格であり，臨床

心理士は臨床心理士協会の中の資格でございます。今までは臨床心理士しかなかっ

たですが，国家資格として公認心理士というのができました。大企業などは少しずつ

公認心理士にシフトしつつあります。今回の教員の資格取得については，公認心理士

については単位取得が非常に多くなるため，臨床心理士のほうで基本的には考えて

います。二点目，どのように教員を選ぶかについて，１２月に全小中学校に公募を行

い，やりたいという気持ちのある方を優先します。その後，学校長の推薦を経て，教

育長に認めていただいた方を学校へ推薦いたします。３点目の勤務形態について，鈴

鹿医療科学大学の大学院のコースにつきましては，土日以外は１７時半以降の授業

になっていますので，通常勤務のあとに受講となります。４点目の資格取得後の教員

の今後の扱いについては，今のところ一般の教員と同じようにさせていただきます。

詳しくは決めていないですが，校務分掌等は特別教育のコーディネートなどになる

と思います。 

 

（伊藤委員）通常勤務のあとに１７時半からの授業で，土日も授業があって，かなり内

容的にも難しいものがあると思いますが，現実，教員の方で手を挙げられる方はみえ

るのでしょうか。 

 

（学校教育課長）やる気のある方はたくさんみえます。実際には，本人が２年間続けら

れる意志と，学校，特に中学校では部活動もありますので，学校の理解などもあり，

かなり絞られるのではないかなと思います。 

 

（福嶋委員）２年行くと自動的に臨床心理士になれるのか，または試験があるのでしょ

うか。 

 

（学校教育課長）全ての単位を取ると，受験資格が得られますので，そのあとに臨床心

理士試験の受験となります。 

 

（福嶋委員）受験して受かるかというプレッシャーもかかると思います。うまく受から

なかった場合はどうなるのでしょうか。ご本人も不安だと思います。 

 

（学校教育課長）高度な授業を受けられ，やる気に満ちた方だと思いますので，大丈夫

だと思います。また，受験資格がなくなることはなく，何度かチャレンジできます。 

 

（下古谷委員）１７時半まで仕事をして，それから勉強しに行くということですが，こ

の場合の授業料は，補助などは出るのでしょうか。 

 

（学校教育課長）全て実費になっています。 
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（福嶋委員）どのくらいの費用なのでしょうか。 

 

（学校教育課長）初年度は入学金と授業料で年間７８万円，次年度は年間６８万円です。 

 

（教育長）本人の資格は一生付いてきますので，退職後も御活躍いただけ，自分のキャ

リアアップという考えで勉強していただいております。 

 

（伊藤委員）やる気を出していただいて，臨床心理士の資格が取れたあと，学校で活躍

していただくときに，資格を持った先生を例えば給料を上げるなど，どのような扱い

にされるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）県の方は条例で給料が決められていまして，それプラスの臨床心理士

としての手当てはありません。したがいまして，校務分掌の中で，例えば生徒指導の

主任や研修の主任などと同じような対応になると思います。特別支援コーディネー

ターのようなかたちでカウンセリングをしたり，発達検査したりというようになる

と思います。 

 

（伊藤委員）今言われたようなことを本当は一番最初に決められるべきだと思います。

臨床心理士を取られたら，このような対応をしますよということを先に決められて，

そこで初めてスキルアップしたい方が集まると思います。最後の部分をもう少しは

っきり決めていただくとありがたいと思います。 

 

（教育長）資格取得のための金額は違いますが，学校司書の司書教諭も同じで，資格を

持ちながらも給与のプラスはないというところがあります。やはりそれは一般教諭

という枠の中だと思います。ただ，授業数の軽減などをし，臨床心理士のお仕事を専

門にというような活躍をしていただくことになると思います。 

 

（山中委員）臨床心理士と聞くと，ハイレベルな資格に思いますし，臨床心理士の方を

雇うと結構な金額になります。そのくらいの資格なので，教員を辞めて次のところへ

行ってしまうのではないかと心配してしまいます。良い制度で資格を取得するわけ

ですから，鈴鹿市の教育のために働いていただきたいと思います。何か検討していた

だきたいと思います。 

 

（学校教育課長）基本は市が臨床心理士を雇い，発達検査もしていかないといけないの

ですが，なかなかそれだけでは回っていかないということもございまして，できれば

発達検査は少し手伝うことができるかというところからのスタートになっています。

発達検査を受ける子が年々増えています。市の中だけでなかなか手に負えない状況

で，検査を待っていただいていることもございますので，少し先生の中でも手助けで

きる方を育てていきたいなというのが出発点です。今，おっしゃられるような条件整
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備等も考えていかなければいけないと思いますが，給料は県になり，図書館司書，社

会教育主事など，いろいろな資格を持っていても一般教諭扱いになりますので，非常

に辛い職場ではございます。ただ，これがあまり負担にならないように，授業数の軽

減など働きやすく，動きが取りやすいようにしていきたいなと考えています。また，

臨床心理士になったほうが得だと辞められる心配については，今はしていません。こ

のような状況ですので，退職されてからも仕事はたくさんあるのではないかなと思

います。 

 

（伊藤委員）興味のある先生が御自分で勉強して，資格を取るというのではなく，相手

があって，鈴鹿医療科学大学と組むというのが非常に鈴鹿市としての供給責任があ

ると思います。大学の研究に教員たちが協力しながら，どの時期にどの子どもをピッ

クアップして，どのように指導するのが良いのかという，今回のようなステップアッ

プしていく試みは非常に良いなと思います。ただ，申し訳ないですが，条件整備が非

常に遅れており，ましてや相手のあることで鈴鹿市がやっていくということですの

で，今，鈴鹿市の教育委員会がジャンプする時期かなと思います。本当に前向きにや

ってもらえたのだなと思います。予算も大事だと思いますので，市長のトップダウン

でお願いできればと思います。 

 

（下古谷委員）今，臨床心理士の公募を行うのに，年齢の制限はあるのでしょうか。だ

いたい何歳くらいの方を派遣しようと思っているのでしょうか。 

 

（学校教育課長）公募の中に年齢制限は設けませんでした。ただすぐ退職してしまう方

については，お断りすることがあるかもしれません。教育活動に生かしていただきた

いので，若い方にと思っております。 

 

（教育長）ほか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，その他

事項に移ります。｢６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）平成３０年６月定例会でございますが，平成３０年６月２６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,６月教育委員会定例会を平成３０年６月２６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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５月教育委員会定例会終了 午後３時３４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 

 


