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平成３１年１月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成３１年１月２２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），参事兼教育指導課長（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），教育支援課長（神原

由明），文化財課長（新田剛），図書館長（渥美裕子）書記（鈴木明），書記（松本春

奈），書記（川村浩司） 

 

５ 報告事項 

（１）鈴鹿市教育振興基本計画 平成３１年度実行計画について    （教育総務課） 

（２）玉垣幼稚園における学校給食調理のセンター化について     （教育総務課） 

（３）企画展②「伊勢国分寺のすべて」について            （文化財課） 

（４）公立図書館人口段階別状況について                （図書館） 

 

６ 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） 

 

７ 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３１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，山中委員にお願いいたします。 

 

（教育長）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３１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「鈴鹿市教育振興基本計画 平成

３１年度実行計画」につきまして，説明申し上げます。別冊の実行計画目次の裏面，

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３１年度に，特に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。本実行計画の進行管理につきましては，「（２）計画の進行

管理」に記載しておりますように，地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づ



2 

き，教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・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」の「②平成３１年度最終目標

値の変更」を御覧ください。表にある１０事業のうち，塗りつぶした基本事業の５事

業につきましては，鈴鹿市教育振興基本計画の４年間の計画期間である平成２８年度

から平成３１年度のうち，本年度，平成３０年度末で３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見込みがあることから，最終年度である平成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。なお，残りの塗りつぶしのな

い基本事業につきましては，昨年の実行計画策定時に上方修正したものでございます。

次に，Ａ３サイズの２ページを御覧ください。これは，各基本事業２６事業の取組内

容と指標の一覧表でございますが，それぞれの基本事業，取組内容，指標，平成２８

年度の実績値，平成２９年度の実績値，今年度の現状値，そして，本実行計画の中で

目標とする平成３１年度最終目標値を一覧でまとめたものでございます。なお，平成

３０年度の現状値が未定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

値であるためです。次に，３ページ以降を説明します。ここからは，先ほど説明をし

ました，教育振興基本計画に掲げる重点事業２６項目の単年度の行動計画となります。

７つの施策の基本的方向ごとに，重点取組みを含む基本事業と内容を挙げ，活動指標

や成果指標として，平成３０年度の現状値と３１年度の目標値を掲載しております。

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日の校長会において，校長に

示し，学校運営に生かしていく予定でございます。なお，現在，平成３１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３０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。従

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３０年度現状値で未定

の部分を決定した上で，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などで，市民の方への公表を予

定しております。報告事項１「鈴鹿市教育振興基本計画平成３１年度実行計画」につ

いての説明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）昨日の総合教育会議でもＩＣＴというのがテーマになっていましたけれど

も，今回変更後に８７％という数字になっていますが，この数字についてはどういう

根拠でこういった変更が行われているのでしょうか。 

 

（参事兼教育指導課長）ＩＣＴを活用しました教育につきましては，変更前までは７０％

という数字の設定をさせて頂いていました。ところが，学校の方ではＩＣＴを活用し

た授業が進んでいまして，目標を達成いたしました。現在のところ，新しく８７％と

いうことで数値を上げさせていただきまして，本来であれば１００％達成ということ

を考えていますが，環境の整備がされて，その後に１００％となるかなと思っており
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ます。現在のＩＣＴ環境のもとで機器を活用をした授業・教育ということから，８７％

とさせていただきました。 

 

（教育長）ほかはいかがでしょうか。 

 

（吉澤委員）英語教育というのが小学校に入ってきていますが，小学校の先生になる時

に英語の単位というのはあるのでしょうか。 

 

（参事兼教育指導課長）小学校の英語という免許はございませんが，採用試験の時に，

英語のリスニングというのが試験の中にございまして，採用の中で点数化されていま

すので，そういったところで英語の力を持っているかどうかを確かめられるというの

が今の現状でございます。 

 

（吉澤委員）簡単には変えられないと思いますが，英語を教える時に助手が入ったりと

いうことがありますので，小学校で導入になる時にちゃんとした英語の資格を持って

いた方が良いのではないのかと思います。 

 

（参事兼教育指導課長）本市の場合，小学校の先生でも中学校の英語の免許を持ってい

る先生が何人かおりまして，そういった先生を各学校に配置し，その先生が中心にな

って英語教育の充実を図るものでございます。 

 

（教育長）小学校英語では，ネイティブに慣れる，英語文化に慣れるということがあっ

たと思いますが，その辺りいかがでしょうか。 

 

（参事兼教育指導課長）今，教育長がおっしゃられたように外国語活動では，とにかく

英語に慣れ親しみ，英語に興味を持ったり，国際的な知識を得たりすることが主であ

ります。次の学習指導要領から英語科という教科になるということで，今は移行の時

期でありまして，子どもたちもそんな中で学習を進めているというところでございま

す。委員が心配されているように，指導者も全員が英語専門の指導者ではございませ

んので，今のところ英語に慣れ親しむというところから，英語って面白く楽しいなと

興味づけをしっかりと小学校のうちにつけておくことが今の目標でございます。 

 

（山中委員）９ページ「７－３ 危機管理」のところで，指標が安全安心ボランティア

の登録人数となっていますが，現状値が２，１２７人，３１年度での目標値５，００

０人と，倍以上の設定となっています。以前にもボランティアの高齢化などの悩みや

現状を聞いたことがあるのですけれども，その中でこの５，０００人という設定は大

きい数字だと思って見させていただいています。何らかの根拠があって５，０００人

という設定がされていると思うのですが，その辺りの内容を教えていただけませんで

しょうか。 
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（教育支援課長）今年度の教育委員会定例会でも御指摘いただいたことがあったかと思

うのですが，５，０００人という目標については，２８年度にこの計画がスタートす

る時の最終の目標として掲げさせていただきました。登録人数が減っているという現

状はあるのですが，４０校全ての学校運営協議会の協議内容を確認したところ，必ず

ボランティアの増員に向けた取組みを協議にあげて話し合いが行われています。そう

いった中で状況としては厳しいものがあるのですが，最初に掲げました５，０００人

という数字は変えずに，学校運営協議会の取組みを充実させていくということに教育

委員会も支援をしていきながら，できるだけそこに近づき，また超えられないかとい

うことで，厳しいところもありますが設定をさせていただきました。今そこに示させ

ていただいています２，１２７人というのは，年末のボランティア保険の登録をして

いただいている数をあげておりまして，その他，学校が把握している人数については，

まだ含まれておりませんので，今後調査をして正しい数字を上げていきたいと考えて

おります。 

 

（下古谷委員）資料１０ページの「７－５ 学校規模の適正化」のところで，現状値が

既に５４回で目標値が１３回となっておりますが，はるかに現状値が超えている状況

です。これは何かございますか。 

 

（教育政策課長）今年度につきましては，全小中学校の学校運営協議会へ説明に参ると

いうことで市内４０校ありますし，ホームページの掲載などを合わせて５４回という

目標値を設定させていただきました。来年度につきましては，天栄中学校区について

はもう少し細かい説明をしていく必要があるということで，その説明会，それからそ

れに関連するホームページでの案内，広報での周知ということを考えておりますので，

回数的には１３回と減少しております。 

 

（下古谷委員）一般的に見ると減っているというのは，あまり良い印象がありません。 

 

（福嶋委員）昨年あたりから道徳と英語とＩＣＴという三本柱が新しい取組ということ

で，取り組まれているのですが，道徳教育というのは今年から始まったことであって，

心配されて始まったということもありました。現状値が８７．５％で３１年度は１０

０％となっていますが，今年ずっとやってきて，こういうところが課題であるとか，

そういうことが上がってきているということはありませんでしょうか。そして，この

１００％というのはどういった話なのかという事をお伺いしたいと思います。 

 

（参事兼教育指導課長）道徳教育につきましては，御存知のとおり本年度から小学校で

教科書が使われております。何年か前から準備をし，先生方に対しても研修会を持つ

など，準備を進めてきたおかげもありまして，今年度スムーズにスタートが切れてい

ます。そして年間数回道徳の担当者会議を開かせて頂き，現場の声を聞きながら，そ

の進捗状況も含めて指導を行っている中で，大きな問題は上がってきておりません。

順調にスタートできたのではないかと思っております。来年度の１００％につきまし



5 

ては，来年度は中学校に道徳の教科書が入ってきますので，それによって全ての学校

が教科書に基づいた教育が進められるということで，１００％ということを掲載して

おります。 

 

（福嶋委員）そうするとその大きな三本柱のうち，道徳はあまり心配なくて，これから

は英語教育とＩＣＴというのが大きな課題ということでよろしいのでしょうか。 

 

（参事兼教育指導課長）その通りでございます。 

 

（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「玉垣幼稚園における学校給食調理のセンター化について」をお願いします。 

 

（参事兼教育総務課長）それでは，「玉垣幼稚園における学校給食調理のセンター化」に

ついて，説明を申し上げます。資料は１ページです。現在，玉垣幼稚園の給食は，自

校調理校である玉垣小学校から提供しておりますが，玉垣小学校の調理室は，市内に

ある自校調理校１８調理室の中で調理食数の一番多い調理室であり，来年度は，さら

に食数が増え９００食を超える予測となっております。これに対応するためには，昭

和５４年に開設した調理室は老朽化が進み手狭であることから，調理室の改修や調理

員の増員が必要となりますが，対応策の検討をした結果，玉垣幼稚園の給食について，

平成３１年４月から学校給食センターからの提供とするものです。詳しく申し上げま

すと，「２ 調理食数」の表になりますが，玉垣小学校の調理食数は，小学校と幼稚

園を合わせて，本年度まで９００食未満でありましたが，来年度，平成３１年度から

の推計では，９００食を超えてまいります。また，学校給食センターに玉垣幼稚園分

を加えた場合，センターの調理食数は，４，９４６食となります。そのような状況か

ら「３ 対応策検討」ですが，①施設面，②人的配置，③配送面の３点において検討

をいたしました。玉垣小学校の調理室で給食の提供を継続していく場合に，①施設面

では，調理機器である釜等に不足が生じる事から施設改修が必要となること，②人的

配置では，９００食を超えますと調理員の配置が１名の増加が必要となります。また，

③配送面では，これまでと同様に給食の運搬を，幼稚園教諭２名がコンテナで小学校

と幼稚園間を往復することとなります。学校給食センターからの提供になりますと，

①施設面では，食器消毒保管機装置付きコンテナ対応が必要となることから設備改修

をすることとなりますが，②人的配置では，現状の配置人数で対応となることから調

理員の増員が不要となります。また，③配送面では委託業者が幼稚園の園舎までコン

テナを配送します。以上のことから資料裏面の「４ 検討結果」としまして，推計で

は，いずれ玉垣小学校の児童数も減少していく予測であることから，施設面では老朽

化している調理室を改修するより，学校給食センターを活用する方が新たな人的配置

の必要もなく効率的であること。また，先ほども申し上げましたが配送にあたっては，

幼稚園教諭２名が市道玉垣若松線を日々横断してコンテナを運んでいますが，センタ

ー方式となることで教職員の負担軽減が図れ，交通安全上の効果が得られます。以上

を踏まえて，玉垣幼稚園の給食提供について，平成３１年度から鈴鹿市学校給食セン
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ターからの配送により実施する結論に至りました。説明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）幼稚園のみをセンターからということで，小学校の方は従来通りという

ことですね。一つ気になったところが，施設は老朽化していくということなので，結

局小学校対象であっても，改修しなければいけない時期というのが来ると思います。

それを見据えた場合だと，小学校の方も給食センターからの供給ということに変えて

いった方がいいのか，それとも改修費用を出してでも自校での給食を続けていくのか，

その辺り予定がありましたら教えていただけませんでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）小学校の給食でもう少し説明を申し上げますと，下古谷委員が

おっしゃられたとおり，鈴鹿市の小学校給食は玉垣のように自校で行っているところ

が１８校ございます。残りの１２校については，牧田にあります学校給食センターか

らの配送による給食を実施しております。確かに施設の老朽化を捕らえた際には，平

成２０年度に竣工しました学校給食センターが一番新しい施設でございまして，単独

調理室の維持につきまして具体的な計画などはございませんが，これまでも庄内小学

校につきまして自校で調理室を持っていたところ，食数の減などを色々な面から勘案

しまして，現在は学校給食センターからの配送とさせて頂いております。施設面と，

実際に給食センターも能力が決まっておりますので，その範囲内で，単独調理室をセ

ンター化してきた経緯はあります。いろんなことを勘案しますと，十分な考察を加え

た上ではありますが，給食センターの活用を図っていく必要があると考えております。 

 

（下古谷委員）自校でやられているところは，収支などが厳しい学校もあると思います

ので，この先いろいろな面をトータルに考えていただいて良い方向へ持っていってい

ただければと思います。 

 

（福嶋委員）学校給食センターでもっと増やすとなると，最大どれぐらいの食数までは

可能ということになるのでしょう。 

 

（参事兼教育総務課長）設計段階では平成２０年の稼働開始時には５４００食が可能な

ように建設をしております。一方で，建設当時に比べて，衛生管理の基準が厳しく，

アレルギー対応の児童数も増加傾向にあることから，実際のところ５４００食の対応

はなかなか難しいところがあります。一つ基準として示しました５０００食という現

状の食数の中で，今後の児童数の減少に伴って，給食センターと単独調理室との兼ね

合いを検討していく必要があると考えております。 

 

（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

３番目の「企画展②「伊勢国分寺のすべて」について」をお願いします。 
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（文化財課長）それでは，私からは報告事項の３番目，企画展②「伊勢国分寺のすべて」

について説明させていただきます。３ページを御覧ください。国分寺は，天平１３年

に聖武天皇の詔によって国毎に建立された官営の寺院でございます。伊勢国の国分寺

は，鈴鹿市国分町に所在し，大正１１年に史跡伊勢国分寺跡として指定されました。

史跡の保存と活用を図るため，範囲確認調査や公有地化を行い，平成１１年から平成

２０年にかけて実施した主要伽藍の位置・規模を確認する発掘調査の成果を元に，現

在は，歴史公園として整備が進められています。平成２８年度，２９年度には，伊勢

国分寺跡における発掘調査の最終報告書も刊行されたことから，今回の企画展では，

「伊勢国分寺のすべて」と題し，国分寺跡で出土した軒瓦，鬼瓦をはじめ須恵器や灰

釉陶器など，様々な遺物を調査当時の風景写真なども交え，展示し，史跡伊勢国分寺

跡の調査成果を余すことなく紹介いたします。なお，開催期間中の主な関連行事とい

たしましては，２月９日（土）午後２時から，「瓦からみた国分寺の造営」と題し，名

古屋大学准教授の梶原義実氏を講師に招き講演会を開催いたします。また,２月１７

日（日）午後１時３０分から，「伊勢国分寺跡の発掘調査」と題しまして発掘に直接

携わった，文化財課職員の講演会を開催します。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。 

 

（下古谷委員）伊勢国分寺の瓦というのは全国的に見てこういうところが特徴的である

など，そういったことはありますでしょうか。 

 

（文化財課長）国分寺の瓦は，国ごとに微妙に異なっておりまして，その中で伊勢国分

寺の瓦というのは，カラーのチラシにあるようなものが代表的なものとなっておりま

す。丸い方が軒丸瓦と言いまして，一番軒先にくる瓦となっております。蓮の文様を

かたどったものとなっており，平たい方が軒平瓦で唐草をデザインしております。こ

れの元になったものというのはなかなか難しいのですが，もともと国分町には国分寺

より古いお寺の跡が見つかっておりまして，そこの軒丸瓦が国分寺の軒丸瓦と非常に

よく似ているということがあり，もともとあるお寺のデザインを採用しているのでは

ないかと言われています。 

 

（下古谷委員）私の持っている瓦のイメージというのは，黒っぽいのですが，赤土のよ

うで違うのだと思いました。 

 

（山中委員）社会教育委員をさせていただいている時に，社会見学のような形で伊勢国

分寺の跡などや，信綱記念館を見学させていただいたり，学芸員の方から説明をいた

だいたり，すごく近くにありながら足を運ばなかったところに，いろいろ教えてもら

いながら足を運べるということは非常に勉強になりました。それは社会教育委員の範

疇なのかなとも思うのですが，教育委員会の中でこのように報告を受けるとなります

と，教育委員としても是非とも現地の見学もさせていただけると，より一層思いも深

まるのではないのかなと思います。実際国分寺の広さなどを目の当たりにすると，規
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模的にすごく大きなものもあったりとかして，なかなかすごいものだなということを

感じました。現地を見るということはそれなりに意味のあるものだと思いますので，

もしそういった機会があれば，是非教育長に考えていただけるとありがたいです。 

 

（教育長）貴重な御意見としてお伺いさせていただきます。今年度，考古博物館の須恵

器の展示会にお伺いさせてもらって，本当に感動して，すばらしい鈴鹿の歴史を感じ

ました。皆さんにもっと知っていただくことが大事だと思います。貴重な御意見，あ

りがとうございました。 

 

（福嶋委員）現在発掘調査が終わったということですが，歴史公園として整備が進めら

れているということで，大体いつぐらいに完成する予定なのでしょうか。 

 

（文化財課長）現在，予算要求中ではございますが，平成３１年度の完成を目指して予

算編成をさせて頂いております。 

 

（福嶋委員）では，うまくいけば間近に完成ということですね。 

 

（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

４番目の「公立図書館人口段階別状況について」をお願いします。 

 

（図書館長）それでは，私からは報告事項の４番目，公立図書館人口段階別状況につい

て説明申し上げます。資料は５ページです。こちらは，本市人口と同規模の公立図書

館運用状況をまとめた資料でございます。１２月定例会において報告いたしました

「鈴鹿市立図書館サービス推進方針（案）」に関する参考資料としていただきまして，

御意見などございましたら，パブリックコメント終了の２月２０日までに御連絡いた

だきますようお願いいたします。以上，報告とさせていただきます。 

 

（福嶋委員）この状況を見ますと，鈴鹿市の場合，図書費が少ないなどがあると思いま

すが，どのように解釈したらよろしいのでしょうか。 

 

（図書館長）それぞれ２０万人前後の都市を統計に基づき集約したものなのですが，様々

な各市の状況があります。これを見るだけでは全く分からない状況になると思います

が，資料一番上の小平市ですと，１１館の施設を有して，その分豊富な蔵書があり，

その１１館の施設につきましても，公民館や地区市民センターとも複合化しておりま

す。鈴鹿市の場合も公民館へ配本という形であるのですが，ここであると５万冊であ

るとか，鈴鹿市にある江島分館と同レベルのようなものが１１館存在するという形に

なっております。平成の始め頃からそういった運用状況になっておりまして，なかな

か鈴鹿市と比べられないものがあると思います。やはり分館が少ないということは，

鈴鹿市の蔵書が少ないというところにも繋がりますので，そういった部分のところで

蔵書数などに差が出ております。また分館が多ければ多いほど，職員数も多いと思い
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ますので，その辺りのところを一つ一つの市の資料を確認していくと出てくるところ

となります。 

 

（福嶋委員）図書館の先進地というのは，小平市となるのでしょうか。 

 

（図書館長）そうです。調布市もそうですし，分館が揃っているところは先進地であり

ます。ここにはないですが，前橋市も先進地になっております。ＩＣチップの入って

いる図書で貸し借りが自動で行われたりとか，蔵書がたくさんあったり，施設として

充実しているところもあります。 

 

（福嶋委員）鈴鹿市が持っている課題としては，施設の老朽化や予算の問題であったり

すると思いますが，その辺りが一番ネックになっているのでしょうか。 

 

（図書館長）蔵書を増やそうと思っても場所がないということがありまして，充実した

蔵書ということでは，今の図書館の本館と分館では手狭になってしまいますので，新

しく本を置くところというのが必要になってまいります。ただ，なかなか新しい施設

も建てられませんので，複合の施設や，今のところをもっと充実させる，あるいは今

貸し出し可能数が５冊なのですが，利用者の方の手元に持っていただくということで

貸出可能数を増やすという方法もあります。なかなか地道な課題解決となっておりま

す。 

 

（福嶋委員）なかなかハードの部分は難しいので，今，ソフトの面では色々工夫して頂

いているので，より一層お願いをできたらと思います。 

 

（下古谷委員）特徴的なのが沼津市の登録者数について，２，８００人と劇的に少ない

ですが何かあるのでしょうか。 

 

（図書館長）沼津市については担当者が数字を拾われる時，どこかが間違っていると思

われます。一人当たりの貸出冊数も３０８冊となっていますので，これはちょっとあ

りえない数字だと思います。 

 

（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。 

 

（教育長）｢２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３１年２月定例会でございますが，平成３１年２月８日（金）

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。 

 



10 

（委員一同）異議なし 

 

（教育長）御異議ないようですので,２月教育委員会定例会を平成３１年２月８日（金）

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３１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４０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 山中 秀志 


