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平成３１年２月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成３１年２月８日（金）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），地域協働課長（伊與田美彦），文化振興課長（近藤眞智子），文化財課長（新

田剛），図書館長（渥美裕子），子ども政策課長（江藤大輔），子ども育成課長（坂本

悦子），子ども家庭支援課長（佐野仁美），書記（鈴木明），書記（松本春奈），書記

（川村浩司）， 

 

５ 議事 

（１）平成３１年度鈴鹿市教育費予算案について            （関係各課） 

（２）工事請負契約の締結について（牧田公民館建設工事）      （地域協働課） 

（３）鈴鹿市立公民館条例の一部改正について            （地域協働課） 

（４）鈴鹿市ふれあいセンター条例の一部改正について        （地域協働課） 

（５）鈴鹿市考古博物館条例の一部改正について            （文化財課） 

（６）佐佐木信綱記念館条例の一部改正について            （文化財課） 

 

６ 報告事項 

（１）平成３１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）社会教育基本計画２０２３について              （文化振興課） 

 

７ その他 

（１）平成３１年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３１年２月教育

委員会定例会を開催いたします。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）それでは，議事に入ります。議案第１８９０号｢平成３１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３１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。それ

では，議案第１８９０号平成３１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教育委員会事務局所管分

の具体的な事業について，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３１年度の教育費の総額でございますが，４８億３，

０２１万７千円でございまして，平成３０年度と比べまして，４億２，７３６万９千

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９億６，

７１４万８千円，小学校費が１４億１，０１８万５千円，中学校費が５億２，７０７

万９千円，幼稚園費が３億６，６０３万円，社会教育費が１０億４６４万１千円，保

健体育費が５億５，５１３万４千円でございます。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１億６，９５３万９千円，地方債が２億２，１６０万円，

その他が１億５，００１万６千円，一般財源が４２億８，９０６万２千円でございま

す。次に，教育費予算の部局ごとの内訳について，３４ページをお開きください。教

育費の総額４８億３，０２１万７千円のうち，教育委員会事務局の所管分は，３５億

６，５８７万９千円で，平成３０年度と比べ，２億７６４万円の増額でございます。

続いて，３６ページの地域振興部の所管分は，４億８，７１９万８千円で，平成３０

年度と比べ，１億５，８００万９千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，３億９，４２６万６千円で，平成３０年度と比べ，５１２万２千円の減

額でございます。最後に，３７ページ，子ども政策部の所管分は，３億８，２８７万

４千円で，平成３０年度と比べ，６，６８４万２千円の増額でございます。次に，４

ページに戻りまして，「２ 債務負担行為」について説明をいたします。いずれも，教

育委員会事務局所管事業でございます。まず，「総合住民情報システム費」につきまし

ては，過年度議決済みの債務負担行為についての消費税増額分に係るもので，平成３

１年度から平成３４年度（２０２２年度）までの就学援助システムの委託料を計上し

ており，市全体の７９８万円のうち，４２万７千円が学校教育課分でございます。次

の「プログラミング教育用機器リース料」１万４千円につきましては，こちらも過年

度議決済みのプログラミング教育用機器の平成３１年度から平成３２年度までのリー

スに係る債務負担行為についての消費税増税分に係るものでございます。次の「学校

給食献立管理システム費」１９万１千円に消費税及び地方消費税を加算した額につき

ましては，給食献立管理システムの保守管理を平成３１年度から平成３２年度（２０

２０年度）まで委託する経費でございます。最後の「給食配送業務委託料」７１５万

７千円につきましては，過年度議決済みの給食用コンテナの運搬・回収業務委託に係

る債務負担行為については，消費税増税分対応及び１月の教育委員会定例会で報告し

ました，平成３１年度から玉垣幼稚園へ給食提供するための平成３１年度から平成３
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４年度（２０２２年度）までの業務委託料の増額分の経費でございます。次に「３ 地

方債」公民館施設整備事業２億２，１６０万円は，牧田公民館の施設整備に係るもの

でございます。次に，議案書５ページから３３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，３４ページから３７ページまでは，議案資料としまし

て，平成３１年度の教育費予算の中でも，政策的事業を中心に，主な事業を記載して

ございます。その議案資料のうち，私からは，教育委員会事務局所管分の各種事業の

中で，主な事業を説明させていただきます。まず，３４ページの上から４つ目，「石薬

師小学校施設整備費／屋内運動場」１億１，９３１万４千円は，平成２９年度から事

業を開始しておりまして，平成３１年度は，周辺道路整備工事及び屋内運動場の設計

業務委託を行うとともに，校地拡張のための用地を購入いたします。次の「大木中学

校施設整備費／校舎」５，６３７万２千円は，平成３０年度からの事業でございまし

て，校舎増改築事業に伴う基本設計業務委託等を行います。次の３４ページ，下から

２つ目の「就学援助費」1億９，０５４万９千円は，参考となる国の予算単価の見直し

や，児童・生徒数の減少もあり，平成３０年度と比べまして，１，９１５万４千円の

減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」１億６，０２６万１

千円は，特別な支援が必要な子どもに対する介助員・支援員や看護が必要な場合の看

護師などを雇用するための費用でございます。次の３５ページの上から２つ目，「学校

図書館巡回指導費」２，８１６万６千円は，子どもたちの読書活動及び図書館運営等

を支援するため，各小中学校への学校図書館巡回指導員の派遣について，平成３１年

度は，現状の年間６回から週１回の派遣に大幅に増やす予定でございまして，平成３

０年度と比べまして，２，５４６万１千円の増額となっております。次に，上から４

つ目，「外国人児童生徒サポート事業費」４，７０６万円は，夏季休業期間における外

国人児童生徒就学支援教室の支援を拡充すること等により，平成３０年度と比べまし

て，５０万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。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

（地域協働課長）資料３６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。対前年度増加額は，１億５，８００万９千円でございます。主な理由

につきましては，牧田公民館の建設工事が，本格的にはじまることが大きな要因でご

ざいます。次に「施設整備費 牧田公民館」の２億７，１９４万２千円でございます

が，昭和５０年に建築しました牧田公民館の移転改築に係る費用でございまして，先

ほども説明しましたように，平成３１年度は建設工事を行うものでございます。次に，

「施設整備費 バリアフリー整備」の２，１００万円でございますが，男女別のトイ

レの設置が図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３１年度につきましては，鈴峰公民館の男女別トイレの整備と，多目的トイレの

設置等を行う予定でございます。なお，これらの事業の財源につきましては，資料４

ページにありますように，地方債２億２，１６０万円を確保し建設費の平準化を図る

ものでございます。地域振興部所管の事業の説明は，以上でございます。 
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（文化振興課長）それでは，続きまして平成３１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について説明いたします。３６ペー

ジから３７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する経費でございます。「市民学習活性

化事業費」４９万円は，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」の実施に係る経費でございます。「地域家

庭教育支援事業費」３２９万６千円は，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」及び「土曜体験学習」の実施に係

る経費と，子育ての悩みを解消する一助として，保護者を対象に実施する訪問型ワー

クショップ「親なびワーク」に係る経費を計上しております。次に，「史跡伊勢国分寺

跡 保存整備事業費」４,４７５万５千円でございますが，歴史公園整備に向け，芝張

りやサイン設置，外周路等の透水性舗装等に係る経費を計上しております。「史跡伊勢

国府跡 保存整備事業費」７３６万７千円でございますが，史跡伊勢国府跡の土地購

入に要する経費を計上しております。最後に，施設用備品購入費（みえ森と緑の県民

税市町交付金）３８０万円でございますが，図書館では，平成２７年度からこちらの

交付金を活用し，三重県産材を使用した書棚や椅子に刷新しており，さらに居心地の

良い空間と施設の充実を図るため，木製の展示パネルなどの購入費用を計上しており

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。 

 

（子ども政策課長）それでは子ども政策部所管の主要事業につきまして説明させていた

だきます。３７ページを御覧ください。まず幼稚園費の維持修繕費用といたしまして，

平成３０年度より１５０万円を増額し，７９５万円を計上しております。トイレや遊

具の改修費用に支出する予定でございます。次に学びサポート環境づくり事業費でご

ざいます。２，１４０万９千円を計上しておりまして，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２４名を配置するための費用でござい

ます。最後に子ども家庭支援課で専門相談員として配置しております教育相談員の賃

金と，大学教員や臨床心理士等がカウンセリング等を行った際の報償費などを教育相

談事業費として３７４万３千円を計上しております。子ども政策部の主要事業は，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。 

 

（吉澤委員）今年，初めて成人式に出席させていただきました。この成人式の費用とし

て８０万円ぐらいの予算を使っているということですが，とても式典は寂しい感じが

しました。会場の外にはたくさんの人がいるのですが，中に入ってくる方はとても少

なく，私たち教育委員は主催者側として壇上に上がらせていただいておりますので，

内容についてとても責任があると思います。そこで，そういった企画の進行の仕方と

いうのを事前に教えていただくということはできないでしょうか。 

 

（文化振興課長）皆様からいろいろと御意見を頂いているのですが，実行委員会形式と
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なっておりまして，実行委員の方と打ち合わせをしながら内容を詰めていくのですが，

費用の面や中に入っていただけないことについては，以前から福嶋委員からも意見を

いただいております。私も今年初めてでして，あのあとお酒を飲まれている方も見え

たり，昨年からも警察からもいろいろ言われている状況で，そちらの方にだいぶ目が

行っていることもありまして，来年に向けて２月に警察などと打ち合わせをしている

ところでもあります。今年の反省点をまとめているところなのですが，魅力的なもの

をしたら中に入っていただけるというところもあるのですが，庁舎との間に溜まって

しまって入っていくというのがわからずに止まってしまう状況で，来年に向けて考え

ておりますので，よろしくお願いしたいと思います。こんな事業をしたらどうだなど

という御意見がありましたら，また実行委員の方にお伝えをさせて頂きますので，よ

ろしくお願いいたします。 

 

（福嶋委員）実行委員会形式で毎年やっていただいているのですが，やはり実行委員の

方々も毎年新たに希望されてくるので，従来のものを引き継いでいくことで精一杯だ

と思います。そういう面では全面的に委ねないで，骨格作りというのは行政の方でや

って，細かな司会などをお願いするというぐらいで，ある程度リーダーシップを取り

つつ，既成のことにこだわらないで考えて行かれた方がきっと良いものができるので

はないでしょうか。 

 

（文化振興課長）場所のことなども来年に向けていろいろなものを考えて，ある程度こ

ちらの方で決めつつ，御意見もいただきながらやっ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。 

 

（教育長）予算に関連するものや内容面について御意見をいただきました。来年度は，

より良いものに向けてお願いしたいと思います。 

 

（山中委員）教育予算の中で本年度４億２，７００万円程度が増額になっているわけで

すが，この内訳，これだけ増えた理由というのは何になるでしょうか。具体的に教え

ていただけますでしょうか。また今回，骨格予算という話をお聞きしました。この予

算案を見て行く時に，その辺りをもう少し詳しく説明いただけますでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）各部局各課で建設費なども予算に含んでおり，私からは昨年度

との全体の予算の比較は御説明申し上げましたので，各項別で申し上げますと，教育

総務費９億６，７１４万８千円が３０年度は８億５，５７２万８千円。小学校費につ

きましては，資料では１４億１，０１８万５千円ですが，３０年度は１３億６４０万

４千円。中学校費につきましては，来年度５億２，７０７万９千円で，３０年度は，

４億７，２６２万５千円となっております。幼稚園費につきましては，来年度３億６，

６０３万円で，３０年度は３億７，３５４万２千円。社会教育費につきましては，１

０億４６４万１千円が，３０年度は８億４，７３７万４千円。保健体育費につきまし

ては，来年度５億５，５１３万４千円が，３０年度は５億４，７１７万５千円となっ



6 

ております。それぞれ項別で見ますと，教育総務費は増額，小学校費も増額，中学校

費も増額，幼稚園費は減額，社会教育費は増額，保健体育費が増額となっております。

教育総務課所管分で言いますと，石薬師小学校や大木中学校の事業が設計などに入っ

ていきますので，そういったものを主要な部分として増額させていただいております。

骨格予算の話については，一般的な話ですが市の予算の歳出については，大きく経常

的な経費と政策的経費との二つに分かれております。経常的経費というのは，人件費

や光熱水費等を含めて義務的な経費が大半を占めまして，これに対して首長の意見が

反映されるべき政策的な経費がございます。ただし，春先に統一地方選が行われる年

度につきましては，どこの市町でも新しい首長が政策的な経費に余地を残して，そう

いった首長の考えを持って，改めて補正で政策的経費を追加議案として上げていくと

いうことから，政策的な経費の一部については骨格予算に含まれないということが一

般的に言われております。 

 

（山中委員）そうしますと，教育ＩＣＴ関連の話について，相当な予算が必要だという

ことを聞いておりましたが，そういった部分は見当たりません。政策的な予算という

ことで今回の予算には上がっていないと理解してよろしいのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）先ほど説明した政策的な経費の中で，全てではございませんが

これから新規で行う大きな予算を伴うものにつきまして，教育ＩＣＴについての必要

分につきましては来年度も計上をしておりますが，先に総合教育会議等でも説明させ

ていただいた主な分につきましては，まだ予算化はしておりません。 

 

（下古谷委員）今後そういったＩＣＴ関連のお金がついてくるといった場合には，かな

りの増額が見込めるということでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）総合教育会議で説明させていただきました各種パソコンや周辺

機器の整備につきましては，相当の金額が必要となってきますので，改めて６月以降

に補正予算を組む際には，教育委員会でも御説明をし，承認を得てから議会にかける

という手順で考えております。 

 

（福嶋委員）全体的な予算ですと，大きくは建設費というハードの部分と，支援員など

のソフト面を増やしていくというのが，今後大きく伸びなければいけない部分かと思

います。先ほどおっしゃられた政策的な部分で，ＩＣＴの関係や英語教育の問題に力

を入れていくための機材の購入や，人的なものに対する予算の確保というのは大きな

問題かなと思っていますが，先ほどおっしゃった余地を残していると言われた政策的

予算の規模というのは，鈴鹿市の場合どれぐらいになるのでしょうか。期待する側と

してもどれぐらいかという思いがあります。 

 

（参事兼教育総務課長）市全体の予算で申し上げますと，今年度は６３５億３，５００

万円の予算でございます。現時点のあくまで予算案の段階の中で，先ほど説明しまし
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た教育費は４８億３，０２１万７千円となっておりまして，一部は３０年度比で増額

となっております。来年度の市全体の予算の案では，６３３億６，７００万円という

ことで，今年度と比較しましても減額の予算で組んでおりますので，あくまで税収や

財政調整基金など様々な財源を元に予算を組んでいくものの，単純に当初の示した金

額でいきますと，今年度６３５億３，５００万円から来年度は６３３億６，７００万

円と減額をしておりますので，少なくとも同額の予算が確保されるのであれば，その

差は政策的な経費にまわせるということになろうかと思います。その他財源の補助金

等がありましたら，これにプラスしていくということになります。 

 

（福嶋委員）鈴鹿市の教育予算は全体の１０％を切っていて，ほかの市町と比べると低

いと言われていると聞いています。今回の予算規模から考えると，先ほど言われたよ

うに未知の部分もあるのですが，少しずつは回復しつつあるのでしょうか。それとも

前とあまり変わりはないのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）御提案申し上げております教育費のみの比較ですと，３０年度

比で９．７１％が来年度の教育費予算の伸びでございます。先ほど申し上げた骨格で

はございますが，教育費予算が来年度の市全体の予算案に占める割合となりますと，

７．６２％となり，今年度が６．９２％でありますので，現在骨格で考えている予算

枠の中でも教育費全体の増額，市全体の予算額に占める割合も率としては増えている

と考えております。 

 

（福嶋委員）一層市長さんにも教育費予算が必要だということを訴え続けていただいて，

是非よろしくお願いしたいと思います。 

 

（教育長）教育委員さんの願いや後押しをいただきまして本当にありがとうございます。 

 

（山中委員）１８ページの小学校費の中の教育振興費は，２，５００万円の減額で，中

学校費の教育振興費も９００万円の減額となっておりますが，この教育振興費の内訳

で，目，節のどの辺が減額されているのでしょうか。例えば小学校の場合ですと，ど

う減額されているのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）教育振興費の詳しいものが，６ページの歳入以降に始まりまし

て，１２ページからが歳出の教育費に入り，大きく項で言いますと，教育総務費の中

にも１４ページのところには教育振興費があり，１６ページの下のところには学校管

理費に続きまして１８ページで教育振興費があります。中学校についても同じような

構成になっています。委員が今お尋ねなのは，小学校費での教育振興費に占める平成

３０年度比という質問でよろしかったでしょうか。 

 

（山中委員）例えば，小学校費だとどの辺が減額になっているか。２，５００万円の減

額だと結構大きいと思います。 
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（参事兼教育総務課長）１９ページの小学校費の教育振興費の右のところに説明とあり

ますが，教育推進費や就学援助費などがあり，その中にまた事業がありまして，例え

ば１９ページの下の枠のところに，教育推進費，その下にある義務教育教材費，この

それぞれ予算がついているそれぞれ一つの事業という形で捉えていただいて結構です。

羅列しますが，義務教育教材費で申し上げますと，次年度６，８５２万２千円が今年

度は７，３４５万６千円となりますので，５００万円ほど減額されております。学校

保健会等負担金についても若干減額はされておりますが，６，０００円の減額です。

大きなところをそれぞれ見ながら言いますと，１９ページの一番下のところで，就学

援助費の９，４７１万５千円を小学校費では計上させていただいていますが，今年度

は１億１，１８９万１千円となっておりますので，ここで１，７００万円ほどの減額

となっております。特別支援教育就学奨励費につきましては，増額となっております。

学校教育情報化推進費ですが，資料では１，９５８万３千円となっておりますが，今

年度は２，５１４万８千円となっておりますので６００万円ほどの減額。学びサポー

ト環境づくり事業費は増額となっております。小学校費における数字だけの話になり

ますが，教育振興費における予算の増減は以上でございます。 

 

（山中委員）厳しい予算編成の中で，何を削ろうかということで，だいぶ頭を悩ませた

ところもあるだろうと思いますが，例えば義務教育教材費等ですと学校現場にも影響

してくるところだと思いますので，最終そういったところへの配慮を予算編成する側

も考えていただきたいと思います。そうすると学校現場も助かるのではないかと思い

ますので，今年度だけではなくて今後もそういった視点も盛り込んでいただくように

よろしくお願いいたします。 

 

（教育長）この就学援助の減額の部分についてはよろしいでしょうか。 

 

（学校教育課長）就学援助については，大きな減額の要因としては，小学校の児童数の

減というのがあります。来年度の小学生の数は１０，８５３人で，本年度より３７６

人の減で，それが大きな原因となっております。 

 

（下古谷委員）いろいろとサポートをしていただく人員というのは増員され，図書館巡

回員の増員などされています。ただ一点教えていただきたいのが，小中学校につきま

しては学びサポート環境づくり事業費の中で，医療的行為を必要とする看護師さんを

派遣してほしいというのに対して，幼稚園の方は特に看護師さんの支援というのは入

っていないですが，幼稚園の方では看護師というのは今現在必要とされていないので

しょうか。 

 

（子ども育成課長）幼稚園では看護職の配置をしていないのが，現状でございます。 

 

（下古谷委員）必要がないということでしょうか，それとも必要だけれども配置がない
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ということでしょうか。 

 

（子ども育成課長）入園を希望されるお子さんの状態を見て，医療的なケアが必要かど

うかの判断をさせていただいております。ただ，今現在のところ医療的なケアが必要

な園児の方はいない状況です。 

 

（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１８９０号｢平成３１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１８９０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１８９１号｢工事請負契約の締結について」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牧田公民館・牧田地区市

民センター建築工事について，相手方と工事請負契約を締結するに当たり，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）牧田公民館建設に伴う契約締結について御説明申し上げます。牧田公

民館・牧田地区市民センター建築工事につきまして，契約金額１億５，８７６万円で，

鈴南建設株式会社と２０１９年１２月１０日までを工期として，工事請負契約を締結

しようとするものでございます。提案理由につきましては記載のとおりでございます。

工事の概要でございますが，資料３９ページでの地図で下の方が近鉄平田町駅になり，

北側に位置します。図面の真ん中に牧田コミュニティセンターと書いてありますが，

その西側部分が今回の建設地になります。次に４０ページ，建物を含めた敷地の配置

図，４１ページは建物の平面図，４２ページにつきましては建物の立面図です。また，

建物の概要でございますが，鉄骨造平家建，延べ床面積５６７．３６平方メートルと

なり，必要な施設の規模，建物の安全性及び機能性を確保することができ，平常時に

は地域住民の生涯学習活動や地域づくりの施設及び市役所の支所として，また，災害

時には，地域住民の収容避難所及び災害対策本部の支部としての機能を十分に果たす

ことが可能となります。地域協働課の説明は以上でございます。よろしく御審議賜り

ますようお願い申しあげます。 
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（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）災害時の避難所として使われることもあると思うのですが，例えばみん

なのトイレというのは，人工肛門をつけている方でも洗ったりできるような施設にな

っているのでしょうか。 

 

（地域協働課長）当然これから建設をしていく施設になりますので，そういったバリア

フリーにつきましても対応するような仕様になっております。 

 

（下古谷委員）この外観の図を見せていただきますと，屋根に段差ができていて最新式

の建物だと思うのですが，これは屋根の上にソーラーパネルをつけるなどの意図があ

ってこういう設計にされているのでしょうか。 

 

（地域協働課長）現在の仕様では，太陽光パネルは予定していないです。 

 

（山中委員）コミュニティセンターというのが神戸と牧田にあると思いますが，コミュ

ニティセンターというものはどこの管轄になるのでしょうか。 

 

（地域協働課長）公民館とコミュニティセンターの違いが非常に分かりにくい部分があ

るのですが，まずどちらの施設も地域協働課の所管になります。コミュニティセンタ

ーにつきましては，市内に４箇所ございます。コミュニティセンターは使用料が無料

となっておりまして，どちらかというと広く市民の方に使っていただくというイメー

ジのものがコミュニティセンターでございます。公民館については教育の場という部

分がございますので，生涯学習に使っていただいており，こちらについては使用料を

いただいております。本当に似た施設なのですが，少しそういった違いがあり整理さ

せていただいております。 

 

（山中委員）このように地区市民センターと公民館をコミュニティセンターに隣接して

建設をして管理の部分でもうまく合理的に管理していけば，経費的にももっと安くし

ていけるところもあると思います。そういった議論はあまりないのでしょうか。 

 

（地域協働課長）今回の公民館につきましては，そういったところも考慮させていただ

きました。実は今年度に用地買収をさせていただいておりまして，場所の選定につき

ましては，委員がおっしゃられるように駐車場でも併用して使えるなどの利便性があ

りますので，そういった部分も含めて建設を予定させていただいたところでございま

す。 

 

（福嶋委員）今回設計上，特にこういうところを強調して設計をしたというようなとこ

ろはあるのでしょうか。 
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（地域協働課長）まずは，今現在の考え方でございますが，２階建てはエレベーター等

の管理に非常にお金がかかりますので，まず平家建で作りましょうというのが，維持

管理費の面も含めて考えているところでございます。また細かい部分ではございます

が，あとの管理のことを考えまして，水道料金もメーターの大きさによって料金が変

わりますので，なるべく小さい水道管メーターにできるようにしております。今はト

イレなどでも水溜めがなく水を流すトイレがあると思いますが，それですと一時にた

くさんの水が必要ですので，昔ながらのタンク式のものにすれば貯めて流すため一時

に水は要りませんので，そういうところで維持管理費になるべくお金がかからないよ

うにさせていただいております。 

 

（下古谷委員）牧田公民館は，４５年ほど経って建替えということになっておりますが，

ほかの公民館につきましてもそれぐらいで建替えを実施していくのでしょうか。 

 

（地域協働課長）実は，今きちんとした公民館の建替計画というものはないです。市全

体の中で，公共施設マネジメントという公共施設を市全体で将来的には５％ぐらい減

らしていこうという目標の計画があり，今施設を持っている各担当部署の中で今後ど

うしていくのかという，新たな個別計画というものを作っている最中でございます。

そういった中で，今後の方向性というものも出していくことになろうと思います。た

だ，基本的には長寿命化というのが一番大きな部分になると思いますので，あまり建

替えというのは積極的には考えておりません。 

 

（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１８９１号｢工事請負契約の締結について」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１８９１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１８９２号｢鈴鹿市立公民館条例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，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鈴鹿市立公民館条例の一

部を改正する条例案について，教育委員会の議決を得るため，この議案を提出いたし
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ます。 

 

（地域協働課長）続きまして，鈴鹿市立公民館条例の一部改正について説明いたします。

２０１９年１０月１日に消費税率が８％から１０％に引き上げられるのに伴い，公民

館の施設の使用料を消費税引上げ率に合わせて変更するものでございます。使用料の

変更については，４５ページを御覧ください。右側が改正前，左側が改正後になりま

す。消費税増税に伴い，ほとんどが１０円をあげさせていただくということになりま

す。よろしく御審議賜りますようお願い申しあげます。 

 

（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。 

 

（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。 

 

（教育長）議案第１８９２号｢鈴鹿市立公民館条例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１８９２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１８９３号｢鈴鹿市ふれあいセンター条例の一部改正

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，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鈴鹿市ふれあいセンター

条例の一部を改正する条例案について，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。 

 

（地域協働課長）続きまして，鈴鹿市ふれあいセンター条例の一部改正について説明い

たします。消費税法の一部改正に伴い，鈴鹿市ふれあいセンターの使用料を改定する

ものでございます。使用料の改定につきましては４８ページのとおりでございまして，

学習会館等においては１０円アップ，単価の高いものにつきましては２％アップの影

響が出まして，少し額がアップする改定となっています。また，この表の上の部分で，

第６条第３号の文言の整理をさせていただいております。よろしく御審議賜りますよ

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。 
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（福嶋委員）消費税が上がるということに対しては，全然問題がないと思っております。

使用料そのものについては，どういう基準に基づいて設定されているのでしょうか。

使う側としては安い方がいいと思っているのですが，何か金額に対しての基準があれ

ば教えていただけますでしょうか。 

 

（地域協働課長）当初の資料というのは持ち合わせておらず申し訳ないですが，地域の

方の社会教育の場というところですので，おそらく使いやすい金額の設定になってい

るかと思います。ただ，先ほどもありましたように公共施設マネジメントということ

を考えますと，ある程度将来的には受益者負担というのを見直して，施設の老朽化に

対してどうしていくのかということがありますので，また料金のことについては別途

検討していく余地はあろうかと思います。 

 

（福嶋委員）見通しとしては，公共施設マネジメントなどを考えると使用料を上げる傾

向にあるかもしれないということですか。 

 

（地域協働課長）おそらく下げることはないと思いますので，公共施設マネジメントの

関係で，この施設はどれだけ維持管理がかかっているのかということについて，はっ

きり数字も出ますし，利用率もどれぐらいということもはっきり数字が出てきますの

で，市全体としてこれぐらい取らないといけないという議論も出てくると思います。

そういった部分も含めて，検討する余地が出てくると思います。 

 

（下古谷委員）文言の整理の部分ですが，改定前のほうでは，「支持又は支援」，改定後

は「支持し，又は支援する」となっているのですが，これは意味としては変わらない

ということでしょうか。 

 

（地域協働課長）今回文言の整理ということで，法務担当部署とも調整させていただき，

意味としては全く同じということで御理解いただければと思います。法律的な書き方

の中で，今回整理したということになりますので，同様の意味で御理解いただきたい

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。 

 

（教育長）議案第１８９３号｢鈴鹿市ふれあいセンター条例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１８９３号を原案のとおり承認いたしま
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す。 

 

（教育長）それでは，次に，議案第１８９４号｢鈴鹿市考古博物館条例の一部改正につい

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，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鈴鹿市考古博物館条例の

一部を改正する条例案について，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。 

 

（文化財課長）それでは，私からは議案第１８９４号「鈴鹿市考古博物館条例の一部改

正」につきまして，説明申し上げます。４９ページを御覧ください。今回の鈴鹿市考

古博物館条例の一部改正の主な内容としましては，消費税法等の一部改正による消費

税率の引き上げに伴う考古博物館の講堂及び会議室使用料の改定でございます。また，

併せて所要の規定整備を行うものでございます。考古博物館の施設使用料については，

平成１０年の開館以来，見直しを行っていませんが，今回の改正では，当初の使用料

から，当時の消費税率５％にあたる消費税相当分を控除した価額に１０％の税率を乗

じて，１０円未満の端数を切り捨てて算出しております。なお，改正内容の詳細につ

きましては，５１ページの考古博物館条例改正部分新旧対照表に提示してございます

ので，御確認ください。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。 

 

（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。 

 

（教育長）議案第１８９４号｢鈴鹿市考古博物館条例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１８９４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１８９５号｢佐佐木信綱記念館条例の一部改正につい

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，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佐佐木信綱記念館条例

の一部を改正する条例案について，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。 

 

（文化財課長）それでは，議案第１８９５号「佐佐木信綱記念館条例の一部改正」につ

きまして，説明申し上げます。５２ページを御覧ください。佐佐木信綱記念館条例の

一部改正の主な内容としましては，消費税法等の一部改正による消費税率の引き上げ

に伴う，佐佐木信綱記念館の講座室及び和室Ａ，和室Ｂ使用料の改定でございます。

昭和６１年４月の開館以来，消費税法等の一部改正により，随時使用料の改定を行っ

てまいりました。今回の改正では，消費税率相当分を控除した価額に１０％の税率を

乗じて，１０円未満の端数を切り捨てて算出しております。なお，改正内容の詳細に

つきましては５４ページの佐佐木信綱記念館条例改正部分新旧対照表に提示してござ

いますので，御確認ください。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。 

 

（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。 

 

（教育長）議案第１８９５号｢佐佐木信綱記念館条例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１８９５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。報告事項の１番目の「平成３１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）私からは，報告事項の１つめ「平成３１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」の報告をいたします。

まず，１の鈴鹿市立小学校小規模特認校の就学につきましては，新１年生を１０人程

度募集しましたところ，７人の応募があり，７人とも認可しました。新１年生は学区

内の子どもと合わせて１８人となる予定です。続きまして，鈴鹿市立学校の通学区域

の弾力化による就学でございます。まず，旭が丘小学校区における通学区域の弾力化

につきましては，表に示しましたとおり３校で合計２５人程度の受入人数を設定しま
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したが，愛宕小学校に１人，白子小学校に１人，合計２人という結果でございました。

次に，白子中学校区における通学区域の弾力化につきましては，４校で合計１１５人

程度の受入人数を設定しましたところ，鼓ヶ浦中学校に１人，天栄中学校に５４人，

創徳中学校に４人，千代崎中学校に３人の合計６２人という結果でございました。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）小規模特認校の合川小学校について，この新１年生の１０人は，兄弟がい

るので入るという方と，新たにという方といると思いますが，内訳はどうなっていま

すでしょうか。 

 

（学校教育課長）内訳は７人のうち３人は兄弟がいる方，あとの４人が新規の方でござ

います。 

 

（福嶋委員）当然魅力を感じて来ていただけるというのが一番ですので，この４人とい

うのをどう評価するかということだと思います。学校では英語教育や教育ＩＣＴも始

まってきておりますので，なお一層の魅力を持ってやっていただくということで努力

していただければと思います。 

 

（学校教育課長）御意見ありがとうございます。努力していかなければならないと思っ

ているところでございます。その４人の新規の方のほとんどが，やはり自然に恵まれ

た小規模なところと，英語教育というところが良いと言われております。英語教育に

つきましては，ほかの小学校区でもそれぞれ少しずつ始まったところではございます

が，合川小学校は最先端を行っておりますので，やはりその辺りにつきましては合川

小学校の特色ということで，今後もできるだけ推進していきたいと考えております。 

 

（福嶋委員）入学した方がだいぶ高学年になったと思いますが，英語力というのはほか

の方と比べるとずいぶん特徴的になってきているのでしょうか。 

 

（学校教育課長）英語力，英語を話す力というのは大したものがあります。それにつき

ましては，今までほかの学校と比べてどれぐらいの力がついているかがわからなかっ

たのですが，今回合川小学校のホームページに動画をアップさせていただきまして，

どのような形で英語教育をしているか，活動しているかがかなりわかりやすくなりま

した。 

 

（福嶋委員）そういったことについて，情報発信していただければと思います。 

 

（下古谷委員）今の質問に関連して，７人のうちの３人はお兄さんお姉さんがいるとい

うことで，残りの４人に関しては初めて来られる方ということです。初めて来られる
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方は，基本的には保護者による車での送迎になるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）４人とも今のところそのようにすると聞いております。 

 

（下古谷委員）結構，保護者の負担が大きいのですね。 

 

（山中委員）白子中学校について，現段階で６２人がほかの中学校に行くということで

すが，白子中学校は現段階で何人ぐらいになっているのでしょうか。 

 

（学校教育課長）白子中学校は現段階で新１年生が３３２名，新２年生は２９１名，新

３年生が３１７名，全体で９４０名プラス特別支援学級が９名となっております。 

 

（山中委員）３３２名というは６２名を引いた数になるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）引いた数になります。 

 

（吉澤委員）白子中学校は，今までは１，０００人を超えるというすごいマンモス校だ

ったと思いますが，１，０００人を切っているので，ずいぶん動いていただいたのだ

と思います。千代崎中学校が３０人の受け入れ人数があるところ，まだまだ３人と少

ないです。今まで桜島小学校がなかった時には南玉垣や桜島は，全部千代崎中学校に

通っていましたので，できれば桜島は遠いですけれども，南玉垣ぐらいまでの区域は，

千代崎中学校へ行ってもらうようにならないかと思っているのですが，その辺りの計

画はないのでしょうか。 

 

（学校教育課長）その辺りについて，今後は考えていかなければならないと思いますが，

今のところはございません。 

 

（吉澤委員）旭が丘小学校の向こう側に飛行場の跡のような大きな建物があったと思う

のですが，その辺りもすごく住宅が多くなってきて，まだまだ旭が丘小学校は生徒が

増えると思います。旭が丘小学校は，白子中学校に入りますので，もう少し何とかし

てもらわないと，また１，０００人超えになってくるかなと思うのですが，その辺を

動いていただきたいと思います。また，天栄中学校は５５人入れるところ，５４人も

稲生小学校から行ってもらっていますので，何とか天栄中学校の受け入れ人数をもう

少し増やしていただくことはできないのかと思いますが，どうでしょうか。 

 

（学校教育課長）天栄中学校につきましては，今回５５人募集のところ５４人の応募が

あったというのは，私たちも驚いている状況でございます。昨年は２７人でございま

した。年によってだいぶ違いもありまして，なかなか難しいところもございますが，

白子中学校と天栄中学校との総合的な翌年度の先生の体制など含めて，今後もきちん

と検討していきたいと思います。いずれはたくさんの希望者が入れるように考えてい
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きたいと思っております。ただ千代崎中学校については，どちらかと言うと白子中学

校は天栄中学校へ行くという弾力化のイメージが大きいのですが，白子中学校から千

代崎中学校へ行くという弾力化もありますので，その辺の周知をＰＴＡの方にできる

ようにさせていただきたいと思います。 

 

（教育長）長期的な子どもの数を見ながらということですが，その辺りの白子中学校の

人数の推移などについてよろしいでしょうか。 

 

（教育政策課長）学校規模適正化適正配置の基本方針について，鈴鹿市のホームページ

に２０年推計を載せておりまして，そちらの２０３８年の白子中学校の見込みでは，

７４７名に下がるのではないかというようになっております。ですので，今のところ

白子中学校は大規模校という位置付けになっていますが，２０年先には大規模校とい

うのは鈴鹿市内に存在しなくなるのではないかという状況でございます。 

 

（福嶋委員）旭が丘小学校の場合は決定人数が少なかったですが，白子中学校の場合は

将来的に少なくなるということで，積極的に推進しなくてもいいのかなというような

気持ちが表れているような気がしたのですが，旭が丘小学校もそういう切実感がなく，

自然に変わっていただくというくらいの仕方で大丈夫なのでしょうか。 

 

（教育政策課長）同じように旭が丘小学校につきましても，２０３８年に６７１名とい

うことで，今現在の児童数が８５５名でございますので，大規模校から外れるような

推移をしています。ただ，先ほどおっしゃっていただいた開発の所の児童生徒数とい

うのは予断を許さないとは思いますが，そこを見ながら推計をさせていただいたとこ

ろ大規模校からは外れるような数字になっていくということです。 

 

（福嶋委員）全般的に市全体の生徒数は減っていき，大規模校も大規模校なりに小さく

なるという傾向になると思います。もし本当に現在必要であれば，学区の見直しなど

も考えられるわけですけれども，そこまで強制的にしなくてもこういう風に自然に流

れていくのを待っているので良いという感じでしょうか。 

 

（教育政策課長）４０校全ての学校運営協議会を回らせていただいた中で，学校区の見

直しについては，行政だけで決めるようなものではないという話もさせていただいて

おります。その地域の成り立ちとか，どのように学校が出来上がったか，例えば分離

して独立した学校が，また統合するのではないかということになると，やっとの思い

で独立した学校が元に戻るのはどうなのだというような御意見もございました。です

ので，その辺は数字が増えたから急に変えましょうとか，ここを移したら数が落ち着

きますというような単なる数合わせというようなことをすると，教育に対する信頼と

いうものもなくなるのではないのかと思っております。その辺については，やはり地

域の方々，保護者の方々と合わせて慎重に検討しなければならないと思っております。 
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（福嶋委員）そうすると，粘り強い説得やお願いするなどに尽きるわけですね。 

 

（教育長）皆様の御意見もお伺いしながら，より良い方法を考えていくということかと

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「社会教育基本計画２０２３について」をお願いします。 

 

（文化振興課長）それでは，私からは報告事項の２番目「社会教育基本計画２０２３」

につきまして，御説明申し上げます。２ページを御覧ください。「社会教育基本計画２

０２３」は，「鈴鹿市総合計画２０２３」の前期基本計画との整合を図り，今後の社会

教育行政の計画的な振興に向け，基本的な方向性や，その実現のための具体的な施策

を体系的に示したもので，４つの社会教育の基本目標は，「鈴鹿市総合計画２０２３」

の前期基本計画と連動していることから，平成３１年度までは変更ございませんが，

それに基づく実行計画の内容につきましては，年度ごとに見直しを行っております。

実行計画は，４つの基本目標ごとに囲って記載しております。平成３１年度の取組に

ついては，今年度と変更はございませんので，各所属長からの説明は省略させていた

だきます。また，それぞれの実行計画で目標値を設定していますが，これは総合計画

の前期基本計画の目標値と同じものでございます。なお，現状値につきましては，平

成３０年度実績がまだ出ないため，平成２９年度実績で置いてあります。３０年度実

績が出ましたら修正し，報告させていただきます。また，この平成３１年度実行計画

は，１月２１日に開催しました社会教育委員の会で，内容を審議していただき，承認

されているものでございます。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。 

 

（教育長）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３１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。 

 

（参事兼教育総務課長）平成３１年２月教育委員会臨時会でございますが，平成３１年

２月２６日火曜日午後４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３１年２月教育委員会臨時会を平成３１年２月

２６日金曜日午後４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。 
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（教育長）以上をもちまして平成３１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３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 下古谷 博司 


