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平成３１年４月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成３１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（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（山本浩），教育委員会事務局参事（木村元彦），参事兼教育総務課長（山

中敏孝），教育政策課長（竹下直哉），参事兼学校教育課長（梅本秀明），教育指導課

長（堀之内宏行），教育支援課長（神原由明），文化財課長（新田剛），参事兼子ども

育成課長（坂本悦子），書記（鈴木明），書記（川村浩司） 

 

５ 議事 

（１）鈴鹿市いじめ問題対策連絡協議会の設置等に関する条例の 

一部改正について （教育支援課） 

（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（鈴鹿市立幼稚園園則の一部改正）の承認について    （子ども育成課） 

（４）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） 

（５）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３１年度実行計画について    （教育総務課） 

（２）次期「鈴鹿市教育振興基本計画」の策定について        （教育総務課） 

（３）鈴鹿市運動部活動指針の改定について             （教育指導課） 

（４）平成３１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 ２名 

 

（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，改めて自己紹介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，ただ今から平成３１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，山中委員にお願いい

たします。 

 

（教育長）それでは，議事に入ります。議案第１９０２号｢鈴鹿市いじめ問題対策連絡協

議会の設置等に関する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いじめ問題対策

連絡協議会の設置等に関する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。 

 

（教育支援課長）それでは，私からは，議案第１９０２号｢鈴鹿市いじめ問題対策連絡協

議会の設置等に関する条例の一部改正について」説明させていただきます。２ページ

を御覧ください。増加する児童虐待の通告や相談に対応するため，三重県は鈴鹿市，

亀山市の両市を担当する三重県鈴鹿児童相談所を平成３１年４月１日に三重県鈴鹿

庁舎に開設いたしました。このことを受けまして，鈴鹿市いじめ問題対策連絡協議会

の設置に関する条例第４条第２項第３号中の「三重県北勢児童相談所」を「三重県鈴

鹿児童相談所」に改めるものです。３ページを御覧ください。条例の改正部分につき

ましては，新旧対応表のとおり改正前の表記を，改正後の表記にするものでございま

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。 

 

（山中委員）以前，北勢児童相談所だったものが，鈴鹿児童相談所になったということ

で，教育委員会事務局や学校との対応の部分で，スムーズに動けるようになったのか

を教えていただけませんでしょうか。 

 

（教育支援課長）相談所の場所は三重県鈴鹿庁舎ということで，大変近いところにござ

います。そのため，相談に行きやすいということもございますし，鈴鹿児童相談所に

は１５名の職員がおりますが，その中には鈴鹿市から派遣の職員もおり，そういった

中で教育委員会事務局だけでなく，市長部局との連携もしっかりとしていけるので

はないかと思います。 
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（山中委員）一時保護などの部分では，鈴鹿児童相談所にはそういった施設はないので

しょうか。 

 

（教育支援課長）一時保護の施設は鈴鹿庁舎の施設にはございませんので，基本的には

北勢児童相談所，又は中勢児童相談所の一時保護になります。その北勢，中勢の一時

保護が難しい場合には里山に新しくできました施設や，四日市の社会福祉法人が運

営している施設が行っている委託保護を利用することになっています。 

 

（福嶋委員）改正については問題がないと思います。過去に北勢児童相談所では，何件

くらい相談案件があって，どのような活動をされているのでしょうか。 

 

（教育支援課長）鈴鹿児童相談所から受けました資料をもとに説明させていただきます。

平成２９年度の北勢児童相談所の児童虐待の対応件数は，９６８件となっておりま

す。平成３０年度の速報値では，北勢児童相談所の児童虐待の対応件数は，１，１７

１件となっており，年々増加している状況がお分かりいただけると思います。これま

では北勢児童相談所が，こういった虐待に関して，一手に引き受けて対応していたと

いうことでございます。 

 

（福嶋委員）思っていた以上に大きな数字で驚きました。このうち鈴鹿市は何割くらい

の数になるのでしょうか。 

 

（教育支援課長）鈴鹿市での件数は，平成２９年度が２４６件，平成３０年度が３２９

件で，平成２９年度は約２５パーセント，平成３０年度速報値では約２８パーセント

でございます。 

 

（福嶋委員）かなり大きな数字を１５名でやっていただくということで，頑張ってやっ

て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。議案第１９０２号｢鈴鹿市いじめ問題対策連絡協議会の設置等に関する条例

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１９０２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１９０３号「学校運営協議会委員の任命について」を

お諮りします。 
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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，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１９０３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。５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３１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，

４１６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２７１人，

ＰＴＡ関係者が７９人，有識者が２６人，校長が４０人となっております。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。 

 

（吉澤委員）この名簿を見させていただきますと，創徳中学校が少ないように思います

が，人数は不足していないのでしょうか。 

 

（教育支援課長）御指摘のとおり，人数的に不足するのではないのかと感じていますが，

創徳中学校に確認したところ，３月の初めの段階で６名の委員を推薦する予定でご

ざいました。１名ＰＴＡ関係者の方が３月末に転居されることになり，急遽委員が１

名はずれるということで，５名の推薦となりました。ただ，学校長が変わりまして，

今後５名では少し足らないということで，ＰＴＡ関係者を１名と，地域関係者の方を

１名の合計７名になるように取り組みますということでした。 

 

（吉澤委員）学校側の受け入れ方というのは，地域の方々がどこまで学校を助けること

ができるのかという一線というのは，決められているのでしょうか。 

 

（教育支援課長）一線という判断は非常に難しいですが，基本的にないと考えています。

学校運営協議会ですので，学校が今このような課題があって，このようなことについ

て支援を求めるという中で，ＰＴＡ関係者の方や，地域の方ができる範囲の中で支援

をいただくということが大事だと考えています。 

 

（吉澤委員）ある学校で聞いてきたことですが，今までずっとやってきたことを同じよ

うにやろうとしたら，校長先生が変わり，そこまではされなくて結構ですと断られた

そうです。校長先生によってやることが違うと，応援する側も戸惑いますので，ここ

の線まではお願いしますので，これ以上は学校側がやりますというような規定があ

れば良いということを聞いてきましたが，いかがでしょうか。 
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（教育支援課長）確かにそのような新しい学校長が考えを持たれて，いろいろな意見を

言われることもあると思います。やはり，学校長のマネジメントや学校の経営方針も

大事なところですので，しっかりと委員長や委員の方々と，そういった学校の経営方

針などをすり合わせをしていただく中で，学校の目指す学校像や子ども像を目指し

て何ができるのかということについて，歩調を合わせていただくということが一番

大事だと考えています。ただ，委員の方の意見がある場合は，教育支援課から学校運

営協議会にコミュニティスクール推進コーディネーターを派遣していますので，是

非コーディネーターへ相談いただく中で，調整を図っていけたらと考えております。 

 

（福嶋委員）学校運営協議会については日々，要望が増えてきていると思っていますが，

すべての学校運営協議会の中で課題になっているところ，運営をやる中でこういう

ことで問題が起こっているなど，共通の課題というのはあるのでしょうか。 

 

（教育支援課長）共通の課題といたしましては，ボランティアの確保というところがあ

ります。小学校区によっては，老人会がなくなりましたので，ボランティアの確保が

難しくなったという声を聞くところもあります。そういった中で確保に苦慮してい

るという小学校，中学校があります。昨年度は，特に教育委員会事務局に相談があっ

たのが，学校関係者評価をもっと効率的にできないのかというお話がありました。大

変膨大な内容であり，学校関係者評価をするということは，ＰＴＡ関係者や地域関係

者の方からするとかなり難しい面もあるので，そういった工夫を求められたという

ことがありました。大きくは，この二点のところかと考えております。 

 

（教育長）たくさん学校運営協議会に関連した御質問をいただきましたが，学校運営協

議会委員の名簿に関してはよろしいでしょうか。 

 

（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１９０３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１９０３号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）次に議案第１９０４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１９０６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。 
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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，「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。 

 

（参事兼子ども育成課長）それでは，私からは，議案第１９０４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１９０５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１９０６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３０年度末に，一ノ宮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，一ノ宮幼稚園を廃園とする鈴鹿市立

幼稚園条例の一部改正が，市議会平成３１年２月定例議会にて議決され，平成３１年

４月１日から施行となり，これを受けまして，一ノ宮幼稚園に係る規定を削り，平成

３１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７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８ページの対照表にお

示しさせていただきましたように，別表から一ノ宮幼稚園の項を削るというもので

ございます。次に資料９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。１０ページのとおり，別表にある公印管理者が一

ノ宮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。１１，１２ページは，

新旧対照表になっております。次に資料１４ページを御覧ください。最後に，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改正についてでございます。１５，１６ページの新旧対

照表のとおり，別表から一ノ宮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。 

 

（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１９０４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１９０６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。 
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（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１９０４号から議案第１９０６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３

１年度実行計画」について，御説明申し上げます。報告資料１ページの「鈴鹿市教育

振興基本計画平成３１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３１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

ろですが，その際，一部の指標で，平成３０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年度の現状値，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３０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１１事業にな

ります。また，平成３１年度の最終目標値を上方修正した事業は，赤く塗りつぶして

ある「４－３ 食育」及び「５－５ 不登校対策」の２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３１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。 

 

（吉澤委員）「７－５ 学校規模の適正化」のところで，平成３０年度は５５回になって

いますが，内容が難しかったのでしょうか。 

 

（教育政策課長）教育政策課から学校運営協議会へ説明をさせていただくということで，

市内４０校をまわっておりました。これは，平成２９年度に基本方針を策定したもの

を受けまして，平成３０年度は各学校１回説明会を行うということで，進めておりま

した。平成３１年度の目標値を下げている部分については，これはそこから一歩進ん

で，天栄中学校区に複式学級の発生が見込まれていることから，学校運営協議会への

説明や，関連した広報への周知等を予定しておりますので，回数を減らしたというこ

とになりました。 

 

（下古谷委員）「１－１ 英語教育」のところで，平成３１年度の最終目標値が平成３０

年度の現状値のほぼ倍の２０％となっているのですが，おそらくこれは外国人指導

助手の配置，人数が増えたので，こうなったのかと思いますが，そういったことでよ

ろしいでしょうか。 

 

（教育指導課長）本年度予算の計上にあたり，小学校への派遣数が増えた関係で，本年
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度中学校にも定期的に外国語の指導助手が派遣できることになりましたので，今年

の目標としては倍にはなりますが，２０％と設定させていただきました。 

 

（山中委員）「７－３ 危機管理」のところで，現状値が４，４７４人で，最終目標値が

５，０００人ということで，先ほど教育支援課長のお話にもありましたとおり，共通

課題としてボランティアの確保が非常に難しいということがありました。増えれば

良いと思いますが，あと５００人の目処は立っているのでしょうか。 

 

（教育支援課長）ほとんどの学校運営協議会では，学校支援ボランティアの拡充という

ことで，議題にあげて協議していただいていますし，昨年度は教頭会を中心にボラン

ティア確保に向けて，お一人でも多くということで周知をしてまいりました。今年度

も引き続き，それを続けていって目標値を目指して頑張っていきたいと考えていま

す。 

 

（福嶋委員）目標値を設定するにあたって，人的な確保や予算の確保があって，目標の

数値が設定されると思います。なかなか予算の確保が難しいところもあると思いま

すが，そのあたりはある程度精査をしていただいて，出した目標値と考えてよろしい

でしょうか。 

 

（教育支援課長）ボランティアの人数についてはこの教育振興基本計画のスタート時の

数値を基に，全４０校で１校これぐらいの数字を目指そうということで算出しまし

た５，０００という数値でございます。厳しいところはあるのですが，是非今年１年

学校運営協議会，学校支援ボランティアの皆様をお借りし，校長会，教頭会を通じて

いろいろ発信し，５，０００という数値を目指していきたいと思います。 

 

（福嶋委員）すべての計画の目標値について，例えばＩＣＴの予算で，それがすべて使

えるか，支援者の予算も足りているかなどの面からも精査をした目標数値と考えて

よろしいのでしょうか。 

 

（教育次長）福嶋委員がおっしゃるとおり，単年度で予算を確保するのに，必要な人材

や予算を確保しますが，ただ御存知のとおり市全体の財政がなかなか芳しくない中，

今年度については全体に占める教育費の割合が９．６％ということで，教育予算は拡

充しております。一方で，御覧いただいているこの４年間の計画で，平成３１年度目

標値の白い部分については基本的には４年前に立てた数値です。今，御意見いただい

ているように，この３年間の伸びを見ていて，なかなか目標値の到達ができないので

はないかということも考えられますが，基本的にこの数値を色の付いている部分に

ついては上方修正をしています。例えば，平成３０年度に，平成３１年度の目標値を

達成したことについて，さらに高めの数値を目指すということに変えました。ただ，

白いところについては，今までの数値を振り返って到達できないから下方修正する

ということはしておりませんので，当然予算などの確保に努めるものの，数値の見方
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としましては下方修正はしていないということになります。なるべくこの数値に近

づけるように努力をしていくということになります。 

 

（福嶋委員）努力目標ということですね。 

 

（教育次長）そのとおりです。 

 

（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，報告事

項の２番目，次期「鈴鹿市教育振興基本計画の策定について」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２番目，次期「鈴鹿市教育振興基本計画」

の策定について，御説明申し上げます。報告資料２ページを御覧ください。まず，「鈴

鹿市教育振興基本計画」の位置付けでございますが，教育基本法第１７条第２項にお

いて，「地方公共団体は，地域の実情に応じ，当該地方公共団体における教育の振興

のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。」と規定さ

れており，鈴鹿市教育委員会におきましては，「鈴鹿市教育振興基本計画」を「鈴鹿

市総合計画２０２３」の個別計画として位置付けています。現行の「鈴鹿市教育振興

基本計画」の計画期間は，平成２８年度から３１年度の４年間でございまして，本年

度末で終了となりますことから，令和２年度から５年度の４年間を計画期間としま

した次期「鈴鹿市教育振興基本計画」の策定を進めるものでございます。今後，策定

を進めるにあたりまして，市民等の教育行政や学校教育に関する意識・意向を調査す

るため，アンケートを実施いたします。アンケートの実施期間は，令和元年５月２４

日（金）から６月１７日（月）とさせていただき，回答方法はインターネットに接続

されたパソコン，スマートフォン，携帯電話のいずれからも可能です。インターネッ

ト利用ができない場合は，紙による回答も可能とさせていただきます。アンケートの

対象と人数につきましては，２ページの６に記載させていただいた方を対象とさせ

ていただきます。策定スケジュールの概要につきましては，２ページの７に記載のと

おりでございまして，計画素案ができましたら，教育委員会定例会で報告させていた

だき，パブリックコメントを経て，計画最終案を教育委員会定例会で承認いただく予

定です。なお，参考といたしまして，３ページにアンケート依頼文を，４ページにア

ンケート内容を付け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）アンケートの対象と人数とありますが，人数というのが，（１）と（２）は

１５名と２名と数字がありますが，あと（３），（４），（５）の具体的な数字を教えて

いただけますでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）（３）の学校運営協議会の委員ですが，現在把握している数字と

いたしまして，３７６名でございます。（４）の各学校の正規教諭は約８９０名と現
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在把握しております。（５）各幼稚園の正規教諭については，約４０名でございます。

（１）から（５）までを合わせて現在予定しているのが，約１，９３０名でございま

す。 

 

（福嶋委員）前回のときも同じようなアンケートを取って，作っているのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）前回も対象を同じ方としまして，アンケートを取っております。 

 

（福嶋委員）アンケートの回答を見て，顕著な特徴があって，全体計画を大幅に変えて

いったという過程はありますでしょうか。アンケートの結果がどのように反映する

かという部分について。 

 

（参事兼教育総務課長）アンケート結果の内容につきまして，資料の４ページにあると

おり，教育活動等についてこちらの教育振興基本計画の実行ベースに係る内容にな

っておりまして，これを踏まえたかたちで，最初のアンケートに基づいて作成させて

いただいている計画でございます。それを具体的にということを，前回はさせていた

だいていますが，今回さらに質問をほぼ同じ設問にし，前回との違いや考察，統括等

をさせていただくことによって，今後の教育振興基本計画の策定につなげていきた

いと考えております。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，報告事項の３番目，「鈴鹿市運動部活

動指針の改定について」をお願いいたします。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは報告事項の３番目，「鈴鹿市運動部活動指針の改定」

につきまして，説明申し上げます。別冊の「鈴鹿市運動部活動指針」を御覧ください。

平成３０年３月に国・県が策定したガイドラインを踏まえ，そのガイドラインに沿う

形で「生徒の健全な成長」と「教員の働き方の見直し」の視点から，平成２８年３月

に策定した本市運動部活動指針の内容を見直すこととなりました。昨年８月より，改

訂委員会を開催し，学校現場の意見を聞きながら改訂作業を進め，１０月に素案を作

成し，本年１月から３月の試行期間を経て，４月から本格運用となりました。主な改

訂内容といたしましては，８ページの下にある「休養日の設定」を週当たり２日とす

ること，９ページの「活動時間の設定」を平日２時間以内・週休日及び休日は４時間

以内とすること，１５ページの「体罰等の根絶」の資料２より上４行目に，セクシャ

ルハラスメント防止の記述を加えたこと，１８ページの「熱中症予防の取組」を付け

加えたことです。４月１５日に開催した４月校園長会において，再度，運用の徹底を

お願いいたしました。なお，平成３１年３月に「三重県部活動ガイドラインの一部修

正」が発表され，「週休日及び休日の活動時間を４時間以内から３時間以内」と一部

修正されました。この件につきましては，市の指針を改訂し，本格運用し始めたばか

りですので，当面，現行の４時間以内で運用していただき，その後，一部修正につい

て協議・検討してまいりたいと考えております。以上で報告とさせていただきます。 
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（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）１５ページでセクシャルハラスメントが加味されたということですが，今，

学校現場ではスクールセクハラについて，教職員に対する研修というのは充実して

いるのでしょうか。そういったことが必要だと思うのですが，そのあたりの支援はい

かがでしょうか。 

 

（参事兼学校教育課長）学校現場におきましては，年々，不祥事根絶の動きが高まって

きているところでございます。それに対して先生方の意識も，今までよりも高く持つ

ために，校長が主になって各学校で研修会を持っているところです。それに関して，

教育委員会事務局でも資料配布や，校長会，校園長会におきましても指導を行ってい

るところであります。学校によって違いますが，各学校でも各学期に一度など必ず研

修を持つようになっています。 

 

（下古谷委員）８ページの休養日の設定というところで，週当たり２日で，うち，１日

は土曜日又は日曜日とするとあり，週末に土日のどちらか１日を休みにしてくださ

いとのようです。どうしても試合や大会があると，土日両方とも出なければならない

となった場合は，その振替休日というのはどこへ持っていくのでしょうか。 

 

（教育指導課長）大会等で土日とも活動を連続せざるを得ない場合については，校長会

等でも協議，検討していただき，平日に２日休みを取るという形で話し合いを進めて

いただいております。そのような形で本年度の運営をしていただいているところで

す。 

 

（下古谷委員）１８ページの熱中症予防運動指針というところで，真夏になると，この

「運動は原則中止」というところに入ってくることもあると思いますが，そういった

場合は，例えば中体連のような大会でも中止となるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）昨年度もかなり暑い日が続き，練習の日，又は大会の日も暑い日が続

きました。測定については，各競技団体や中体連の専門部の方で監督をしていただい

ておりますが，大会期日の運営上，非常に厳しいこともございますので，給水タイム

を取ることや，各種目に応じて熱中症対策をしっかり講じていることを確認して，休

息時間も十分取った上で，活動するということを確認して，運営をしていただいてお

ります。 

 

（下古谷委員）今回のガイドラインの中で，外部コーチの方の活用というのもあったか

と思いますが，あまり触れられていない気がします。何か理由がありますでしょうか。 

 

（教育指導課長）外部コーチの活用につきましては，各学校の運動部活動の実態に応じ



12 

て各校長先生が人物等についてしっかり把握した上で，認めている部分がございま

す。そのことにつきましては，各学校の実態に応じて，各学校の校長の判断に基づい

て運用していただいています。 

 

（下古谷委員）そういった場合は学校で講習や研修会を開いて，こういったハラスメン

トが起こらないようにということが，各学校で行われているということでしょうか。 

 

（教育指導課長）下古谷委員がおっしゃった講習会などの内容につきましては，文書等

を示したり，顧問の先生の研修会資料も提供するなど，必ず遵守していただくような

取組をさせていただいております。 

 

（福嶋委員）休養日の設定がありますが，非常に熱心な先生方からすると，これはどう

だろうという反対意見はあったのでしょうか。 

 

（教育指導課長）実際に熱心な顧問の先生方もたくさんみえるのですが，国，県，市の

指針として，このような方向で行くということを伝え，理解を求め，しっかりと意思

統一した上で，運用してもらえるように理解を求めています。また中体連の専門部の

方も足並みを揃えていくように委員長にも伝えています。 

 

（福嶋委員）これは先生の負担軽減，働き方改革というところが大きいと思いますが，

これによって先生方の負担というのは，かなり少なくなるということでしょうか。 

 

（教育指導課長）部活においては専門的な競技の部活動にいる先生もいれば，専門的で

はない先生もみえます。そういった観点から，すべての先生からという訳ではありま

せんが，幾分負担に思われる先生については，自分の時間や教育活動の時間が取れる

ということで，安心してゆとりのある指導ができるということで話を聞いています。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，報告事項の４番目，「平成３１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４番目「平成３１年度鈴鹿市考古博物館

催し物案内」につきまして，御説明申し上げます。パンフレットの裏面の白い方を御

覧ください。中央，上の方にある現在開催中の速報展「発掘された鈴鹿２０１８」は，

昨年度から年度をまたいで開催しているものです。関連遺跡のスライド説明会につ

いては，５月１８日（土）午後２時からと，６月１５日（土）午後２時から実施いた

します。なお，２０１９年中に行う発掘調査の結果につきましては，２０２０年３月

から開催予定の速報展「発掘された鈴鹿２０１９」で紹介させていただきます。左上

の１０月に開催させていただきます特別展「塩をつくり，運ぶ ～伊勢湾をめぐって

～」では，古の人が，どのように塩をつくり，また，どのように流通していたのか，

伊勢湾を中心とした塩作りの歴史を紹介します。また，特別展のプレイベントといた
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しまして，夏休み期間の親子を対象に，土器ドキワークショップ「土器で塩を作って

みよう！」を開催する予定です。左下の７月から開催いたします企画展につきまして

は，「今の道具 昔の道具 ずーーっと昔の道具」を計画しています。また，特別展，

企画展等に関連した講演会や，中央，中ほどにございます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，直近のイベ

ントといたしまして，資料の５ページにありますとおり，ゴールデンウィークには，

毎日開催の体験講座に加えまして，日替わり体験講座を企画し，あかねの草木染，竹

細工や角かご作りなど様々なメニューを用意しています。そのほか，催し物案内の表

面にありますとおり，毎年恒例の「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」，「春まつり」なども計画しており，多くの方が来館していただけるよう

な魅力ある催し物を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。 

 

（福嶋委員）いろいろ計画していただいて，ありがたいと思っています。特にこのゴー

ルデンウィークのイベントは，毎日何かやっていただいているということで，親御さ

ん，子どもさんが長期の休みを持て余しているという時に良いと感じます。こういっ

た様々なことをやっていただくのは，ボランティアの方の支えがあってのことだと

思うのですが，どのくらいの方が支えていただいているのでしょうか。 

 

（文化財課長）こういった夏休みやゴールデンウィークの体験講座を実施するにあたり

まして，外部講師の方も若干みえるのですが，多くは地元国分町のボランティア隊の

方々や考古博物館のサポート会の方々に御協力いただき，運営をさせていただいて

います。 

 

（福嶋委員）サポート会には，どのくらいの人数の方がみえるのでしょうか。 

 

（文化財課長）考古博物館のサポート会は，常時来ていただけるのは１０名くらいです

が，年齢層としては高めの方が多いです。 

 

（福嶋委員）こういったことがきちんと運営できているということは，かなりきちんと

した下支えがあるのだと思います。 

 

（下古谷委員）パンフレットの裏面に，「今の道具 昔の道具 ずーーっと昔の道具」と

いうのに興味を持ったのですが，「昔の道具 ずーーっと昔の道具」というのは，ど

れくらい前のものかを，およそで結構ですので教えていただけませんでしょうか。 

 

（文化財課長）まだ企画中ではありますが，「ずーーっと昔の道具」に関しては，ほぼ考
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古資料ということで，縄文時代から弥生，古代，中世，近世に至るまでのものになり

ます。「昔の道具」というのは，昭和かその少し前くらいの民俗資料などのことを指

します。 

 

（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）｢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，令和元年５月２８日（火）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２８日（火）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４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。 

 

 

 

４月教育委員会定例会終了 午後４時２５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 

 


