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平成３０年７月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成３０年７月１７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（下古谷博司，福嶋礼子，山中秀志，吉澤時子） 

 

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），子ども育成課長

（坂本悦子），国体推進課競技運営グループ（渡部武），書記（鈴木明），書記（松本

春奈），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） 

 

６ 報告事項 

（１）市民学習活性化事業 すずか市民アカデミー「まなベル」について（文化振興課） 

（２）平成３１年度鈴鹿市立幼稚園入園児募集要項について     （子ども育成課） 

 

７ その他 

（１）「全国高等学校総合体育大会（インターハイ）」について     （国体推進課） 

（２）８月教育委員会定例会及び懇談会の開催について         （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３０年７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）議事に入ります前に，本年７月１日付けをもって，教育委員会委員に任命され

ました吉澤時子委員に，就任の御挨拶を賜りたいと存じます。吉澤委員，よろしくお

願いいたします。 

 

（吉澤委員）皆様，こんにちは。初めてこの定例会に参加させていただきます。事前に事

項書や議案書をいただき読ませていただいたのですが，難しいところが多くて，今日

は皆様にいろいろお聞きしながら考えていきたいと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。 
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（教育長）ありがとうございました。吉澤委員，これからどうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

（教育長）それでは，議事に入ります。議案第１８７５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 

 

（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１８７５号の「就学等に関する規則の一部改

正」について，御説明申し上げます。議案書の３ページを御覧ください。平成２７年

３月に，学校教育法施行規則及び小学校学習指導要領，中学校学習指導要領，特別支

援学校小学部・中学部学習指導要領の一部改正が行われ，従来の「道徳の時間」が新

たに「特別の教科 道徳」として位置付けられ，道徳が教科化されることになりまし

た。このことに伴う，指導要録の様式の改定でございます。指導要録には，「学籍に関

する記録」と，教科等の学習や行動，出欠状況を記録する「指導に関する記録」の２

種類がございます。今回の改定は，中学校で来年度から「特別の教科 道徳」が完全

実施されますことから，生徒の「指導に関する記録」の一部改定となります。旧様式

の６ページと新様式の３ページを見比べていただきますと，３ページ中段，理科の評

価欄の右側に「特別の教科 道徳」の評価を記録する枠がございます。この部分が今

回新設される箇所でございます。これまでの道徳は，学習状況を指導要録に記録とし

て残す必要はございませんでした。しかし，来年度から完全実施をされる中学校での

道徳の教科化に伴いまして，学習の状況を指導要録に記述して残すことが必要となっ

てまいりました。「特別の教科 道徳」の評価につきましては，児童生徒の学習状況や

道徳性に係る成長の様子を見て，「励まし，伸ばす」積極的評価を他人との比較ではな

い個人内評価として文章で記述することになります。数値による評価は行わないこと

となっておりますことから，文章記述ができるように各学年の枠を設定いたしました。

「指導に関する記録」は，３ページと４ページが表裏で印刷され１枚で構成されるた

め，参考として４ページにも「指導に関する記録」の裏面を資料として付けてござい

ますが，４ページで変更する箇所はございません。中学校指導要録の「指導に関する

記録」で変更する点は以上でございます。「就学等に関する規則の一部改正」について，

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。 

 

（福嶋委員）指導に関する記録と書いてありますが，この書面は保護者に渡されるのでは

なく，学校で先生方が共有されるものになるのでしょうか。 
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（教育指導課長）この記録は教員が記述をし，学校で保管することになっています。 

 

（福嶋委員）励まし，伸ばすという視点での成長の様子を記録するとのことですが，子ど

もたちに知らされないのであれば，特に励まし，伸ばすというよりも，むしろ，ここ

は注意したほうが良い，こういうところをもっと強化してあげたほうが良いというこ

とのほうが良いと思いますが，いかがでしょうか。 

 

（教育指導課長）そういう観点も 1つかと思います。国が示している道徳に関する指針の

中には，個人内評価として，児童生徒の成長を認めて，その良さを伸ばす評価とする

ようにということが書かれていますので，指導要録におきましても，そういった内容

で記述することが望ましいということになります。 

 

（福嶋委員）子どもの頃，通知表をもらいましたが，項目は同じような形式のものでしょ

うか。 

 

（教育指導課長）学校での通知表に関しましては，校長の判断のもと作成することになっ

ています。教科の成績や出席状況などの内容はどこの学校もほぼ同じような内容にな

っています。したがって，道徳科につきましても通知表には毎学期道徳の評価をして

いただくことになりますので，そういったところを保護者の方に見ていただくことが

できます。 

 

（福嶋委員）ほぼ同じような様式で同じようなことが，子どもさんと保護者に渡っている

ということになるのですね。 

 

（教育指導課長）御覧いただいているこの指導に関する記録と全く同じ様式ではありま

せんが，こういった各教科の内容や総合的な学習の時間の評価は，ほぼどの学校の通

知表にも含まれています。 

 

（福嶋委員）そうすると道徳も同じように，このような文面で，励まし伸ばすというよう

な観点で文章を書いていただくということですね。 

 

（教育指導課長）おっしゃるとおりです。励まし伸ばす積極的評価となるような記述をす

ることになります。 

 

（吉澤委員）評価の基準がはっきりしていないと，先生方の私情が入りやすいと思います

が，そういった問題はないのでしょうか。 

 

（教育指導課長）個々の教員によって，成績にばらつきがないように学校では成績をつけ

るにあたって，評価基準を設けています。その評価基準にしたがって評価をしていく
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ことになり，教員によって評価のばらつきがないようにしております。 

 

（教育長）評価基準について，各学校内の評価検討委員会で決定をしています。 

 

（下古谷委員）この指導に関する記録の表を見ると，例えば国語では「国語への関心・意

欲・態度」だと，１年，２年，３年のところが非常に小さい枠ですが，ここには点数

が入るということでしょうか。それともＡ，Ｂ，Ｃのような評価が入るのでしょうか。 

 

（教育指導課長）各教科の各学年の小さな枠内にはＡ，Ｂ，Ｃの評価が入ります。３段階

で評価することになります。 

 

（下古谷委員）そうすると，今回導入される道徳というのは，特別な教科ということで，

基本的に評価をせず，成長への評価を書くということですね。ただ，中学校ではクラ

ス内での相対的な順位は出ないのでしょうか。もし出すのであれば道徳の評価という

のが，どのような意味合いを成すのでしょうか。 

 

（教育委員会事務局参事）高校になると各学期の評価で順位が出ますが，中学校の中間テ

ストや期末テストの場合，素点で順位を出す学校もありますが，この評価によって順

位をつけるということは行っていません。これを基に順位付けをするということはあ

りません。 

 

（教育指導課長）道徳の評価に関しましては，高校入試の調査書に活用しないと明記され

ています。そのため，道徳の評価が高校に行くということはございません。 

 

（福嶋委員）道徳の場合の評価基準というのは，例えばどのようなことがあるのでしょう

か。 

 

（教育指導課長）道徳の評価は多面的，多角的な見方ができているか，自分ごととしてき

ちんと捉え深められているかという視点で評価をすることになりますので，ここまで

できていたからこうだという数値的な評価基準というのはございません。そういった

意味で，個々でどれだけ伸びたかというところを評価していくことになりますので，

励まし伸ばす積極的な評価をすることになっています。 

 

（福嶋委員）そうすると個々の子どもさんを先生方がしっかり見つめているということ

が大事になりますね。 

 

（教育指導課長）そこがまさにポイントとなってきます。各時間ごとにワークシートなど

を残していきますので，そういったものを学期間，又は年間を通して見て，どれくら

い成長したのかというところを担任が捉えて評価することになります。 
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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１８７５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１８７５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。「市民学習活性化事業 すずか市民アカデ

ミー「まなベル」について」をお願いいたします。 

 

（文化振興課長）それでは，私からは報告事項の１番目，市民学習活性化事業 すずか市

民アカデミー「まなベル」につきまして，本年度の概要が決まりましたので報告いた

します。資料の１ページを御覧ください。平成２５年度から始まりましたすずか市民

アカデミー「まなベル」は，市内の高等教育機関であります，鈴鹿大学，鈴鹿大学短

期大学部，鈴鹿工業高等専門学校，鈴鹿医療科学大学と連携し，市民のさらに詳しく

知りたいという専門的分野への学習ニーズに応えるとともに，学ぶことの楽しさを実

感していただき，生涯学習をさらに深めていくことが目的の事業でございます。毎年

テーマを決めて，各教育機関が持っている特徴を生かし，様々な分野において，専門

性のある教育内容を分かりやすく，楽しい講座として提供させていただいております。

本年度は，「学ベル情報館 ここからはじめる学びの一歩」をテーマに，９月から１２

月の間に６講座を開講します。内容につきましては，記載のとおりでございます。対

象は，高校生以上の方ならどなたでも受講可能で，高校生は無料とさせていただいて

おります。募集につきましては，広報すずか８月５日号や市のホームページなどで申

込み等の受講案内を掲載するほか，チラシについては，自治会回覧や公民館をはじめ

とする関係施設に配布する予定でございます。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）いつも興味深いテーマで講座を実施いただいているのですが，各テーマは各

大学などにおまかせになっているのでしょうか。それと，参加される受講者の方につ

いて，文化振興事業団だと女性のほうが参加率が高いですが，昨年の参加者の男女比

はどのようになっていて，どのくらいの参加者がいるのでしょうか。 

 

（文化振興課長）講座のテーマを決めるにあたっては，昨年の講座のアンケート調査など

を基に今年度，その要望に応えるかたちで開催しております。参加者については，年

代別では６０代，７０代がほぼ７割を占めており，男女比では，男性が６６人，女性

が１９０人ですので，女性は，男性の約３倍の参加率になっています。 
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（福嶋委員）圧倒的にシニア層が多いのですね。高校生は無料なので，どんどん参加して

いただけたらと思います。 

 

（山中委員）シニア層の受講が多いとのことですが，日程の設定を考えると，一番暇なシ

ニア層が受講しやすくなり，仕方のないことだと思います。高校生なども参加してほ

しいということがあるのであれば，やはり参加しやすい日程の設定などは将来的にい

かがでしょうか。 

 

（文化振興課長）本年度は土曜日の開催が２回であり，昨年度も土曜日に２回，日曜日１

回の開催をしていたのですが，やはり若い世代の参加は少なく，子育て世代を取り込

むのはなかなか難しい状況です。これが課題となっております。 

 

（下古谷委員）若い世代を取り込もうとするのに，高校にチラシなどは配布しているので

しょうか。 

 

（文化振興課長）いろいろ大学にも配布していますし，書店などあらゆる場所や学校でも

配布しております。ひとり一人というわけではありませんが，学校にも配布はしてお

ります。 

 

（吉澤委員）大学や高専で開催というと入りにくいところがあると思いますので，場所を

変えるなどということはないのでしょうか。 

 

（文化振興課長）こちらは市民アカデミーであり，大学での開催ということで，大学で勉

強するということに縁がなかったという方に喜ばれたりするということもあります。

ただ，ほかに参加しやすいものも考えていきたいと思います。 

 

（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２

番目の「平成３１年度鈴鹿市立幼稚園入園児募集要項について」をお願いします。 

 

（子ども育成課長）それでは，私からは報告事項の２番目「平成３１年度鈴鹿市立幼稚園

入園児募集要項」につきまして，説明申し上げます。３ページを御覧ください。まず，

１番の募集対象でございます。市内に居住している，又は入園までに転入を予定して

いる幼児のうち，５歳児は，平成２５年４月２日から平成２６年４月１日生まれの者，

４歳児は，平成２６年４月２日から平成２７年４月１日生まれの者を対象といたしま

す。次に，２番の定員及び連絡先でございますが，こちらの表に，募集する幼稚園と

定員を記載しております。昨年度からの変更点としましては，昨年度末をもって，牧

田幼稚園と河曲幼稚園が廃園となったことにより，募集する園が２園減少しているこ

とでございます。なお，表の下，欄外に記載がございますが，１年保育である一ノ宮

幼稚園につきましては，入園希望者が１５名に満たないときは，開園いたしません。
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一方で，募集の結果，定員を超えた場合は抽選を行います。ただし，２年保育を行う

園の５歳児につきましては，園内で４歳児から進級する園児を優先し，そのほかの者

で抽選を行います。次に，４ページの３番，入園手続でございます。幼稚園から配布

される入園願に必要事項を記入し，入園を希望する幼稚園に提出していただきます。

併願は認めておりませんので，１園のみに提出していただくことになります。入園願

及び募集要項は，８月１日(水)から，各幼稚園で配布する予定でございます。なお，

一ノ宮幼稚園につきましては，今年度，休園中のため，受付は一ノ宮小学校で行いま

す。最後に４番の募集期間でございます。平成３０年９月３日（月）から９月２１日

（金）の期間で，受付時間は９時から１６時まででございます。ただし，土曜日，日

曜日，祝日は除きます。この幼稚園の園児募集につきましては，広報すずか８月５日

号にて，記事を掲載し，市民の皆様にお知らせをする予定でございます。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。 

 

（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。今月の２６日

から，いよいよ「全国高等学校総合体育大会」が三重県を中心に開催されます。本日

は，その他事項の１番目として国体推進課からインターハイについての情報提供をお

願いいたします。 

 

（国体推進課競技運営グループ 渡部）それでは，文化スポーツ部国体推進課より全国高

等学校総合体育大会，インターハイについて，御報告申し上げます。高校生最大のス

ポーツの祭典でありますインターハイが，いよいよ次週の７月２６日木曜日から三重

県を中心とする東海ブロックで開催されます。お手元にございます資料中，報告事項

５ページのとおり三重県内での１５種目のほか，愛知県，静岡県，岐阜県，和歌山県

での開催となります。本市の開催競技といたしましては，ハンドボール競技，ソフト

テニス競技，男子サッカー競技，水泳（水球）競技が，三重県営施設でございます三

重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿で開催されます。競技や組合せ状況にもよりますが，先の

開催例等を見ますと，多いときには１日あたり２，０００～５，０００人程度の来場

が見込まれるとの報告がございます。また，インターハイの開催にあたり，既に三重

県実行員会より御案内があったかと存じますが，「２０１８ 彩る感動 東海総体」総合

開会式が平成３０年８月１日水曜日に挙行されます。インターハイは，競技種目別大

会を含め，長期間に亘り，県内の大勢の高校生が準備・企画に携わった大会となりま

す。開催期間中も含め，多々御迷惑をお掛けいたしますが，格別の御配慮のほどよろ

しくお願いします。報告は以上でございます。 

 

（教育長）ただ今の情報提供に御質問，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）開催場所の三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿では，バス停が少し離れたところに

あると思います。そういった面での配慮や，バスの本数を増やすなどの配慮はあるの
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でしょうか。 

 

（国体推進課競技運営グループ 渡部）やはり立地上，交通条件が悪いということは課題

として挙げられていまして，協議の結果，競技や日程にもよりますが白子駅から会場

までの計画バスを現在策定中でございます。あわせて車社会ということもあり，別途

臨時駐車場を設けて，そこから計画バスということも計画中でございます。詳細につ

いては現在計画中でございますので，東海総体のホームページに今後掲載予定でござ

います。 

 

（福嶋委員）せっかくですから気持ちよく来ていただいて，良い成績を上げていただき，

三重県や鈴鹿市の方も良い成績だったら，なお良いですね。 

 

（教育長）地元も盛り上がって，成功に導けたらと思います。 

 

（下古谷委員）来場者が多い日だと２，０００～５，０００人ほどになるとの説明があり

ましたが，このハンドボールやソフトテニスの会場で収まりきるのでしょうか。 

 

（国体推進課競技運営グループ 渡部）三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿の設計自体が競技

目線での会場ということで，２，０００～５，０００人ほどということを考えますと，

やはり客席の容量として十分ではないという考え方がございますので，仮設スタンド

の設置や競技日程など状況に応じて検討中でございます。 

 

（下古谷委員）最近は熱中症などの対策として，屋根などが必要ではないかと思います。

仮設で単純なスタンドだけですと熱中症対策が大変だと思いますので，その辺も含め

た対応をお願いしたいと思います。 

 

（国体推進課競技運営グループ 渡部）御指摘ありがとうございました。施設が少なく，

４競技が連なって開催するということで，一般観客の休憩所に施設を押さえるという

ことを配慮しようと思ったのですが，やはり施設が十分ではないということで，一部

テントで休憩施設を設けたり，自販機を増設するという措置を行っております。それ

が十分かと言えば，時期的に十分ではないと思いますが，そういったかたちで計画を

行っております。 

 

（下古谷委員）皇太子御夫妻が来場されるという報道を見たのですが，どのような計画に

なっているのでしょうか。 

 

（国体推進課競技運営グループ 渡部）８月２日のソフトテニス競技に御臨席賜ること

になっております。金属探知機を用いてエリア規制などの措置を行っていきますが，

現在宮内庁や三重県，三重県警，庁内各課とも調整中でございます。重大なところで

ございますので，計画としては固まりきっていないという状況です。 
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（教育長）盛り上げることと，安全面の両面が必要になってきます。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，その他事項２番目に移ります。｢８月

教育委員会定例会及び懇談会の開催について｣をお願いします。 

 

（教育次長）平成３０年８月定例会でございますが，平成３０年８月８日水曜日午前９時

から教育委員会室において，開催したいと存じます。また，定例会終了後に平成２９

年度教育委員会活動の点検・評価についての懇談会を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。 

 

（教育長）御異議ないようですので,教育次長が説明いたしました日時，場所において，

それぞれの会議を開催することにいたします。それでは，これをもちまして平成３０

年７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。 

 

 

 

７月教育委員会定例会終了 午後２時３２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 

 


