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令和元年５月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 令和元年５月２８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（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），地域協働課長（伊川歩），文化振興課

長（近藤眞智子），図書館長（渥美裕子），参事兼子ども育成課長（坂本悦子），子ど

も家庭支援課長（佐野仁美），書記（鈴木明），書記（川村浩司） 

 

５ 議事 

（１）鈴鹿市教育委員会事務局等職員の任免について         （教育総務課） 

（２）令和元年度鈴鹿市教育費第２号補正予算案について        （関係各課） 

（３）令和元年度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）令和元年度鈴鹿市社会教育委員の委嘱について         （文化振興課）

（５）令和元年度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）令和元年度園児，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） 

 

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，ただ今から令和元年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，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。まず，議案第１９０７号｢鈴鹿市教育委員会事務

局等職員の任免について｣でございますが，この議案は人事に関する案件ですので，

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし書の規定に基づき

まして，会議を非公開にいたしたいと存じます。議案第１９０７号の会議を非公開と

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）それでは，御異議がございませんので全会一致で，非公開とすることにいた

します。私と委員の皆さんと書記以外は，御退席願います。 

 

≪教育長・委員・書記（鈴木）以外は退席≫ 

 

議案第１９０７号「鈴鹿市教育委員会事務局等職員の任免について」 

審議承認 

 

≪会議関係者再入室≫ 

 

（教育長）お待たせいたしました。さきほどの議案第１９０７号「鈴鹿市教育委員会事

務局等職員の任免について」は原案のとおり承認されました。 

 

（教育長）それでは，次の議事に入ります。議案第１９０８号｢令和元年度鈴鹿市教育費

第２号補正予算案について」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令和元年度鈴鹿市教育

費第２号補正予算案について，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。 

 

（参事兼教育総務課長）それでは，議案第１９０８号「令和元年度鈴鹿市教育費第２号

補正予算案について」まず，私から教育費全体の補正予算案について一括して説明申

し上げ，その後，各課所管分について，教育政策課，学校教育課，教育支援課，子ど

も育成課，子ども家庭支援課の順に各課から説明申し上げます。議案書の３ページを

御覧ください。まず，「１ 教育費補正額」でございますが，補正前の額は，４８億

３，０２１万７千円でございます。今回の補正額は，３億３，３９９万５千円の増額

補正をお願いするものでございまして，補正後の額は，５１億６，４２１万２千円と

なります。次に，補正額３億３，３９９万５千円の財源内訳でございますが，国・県

支出金が６３２万６千円の増額，その他が９９万円の増額，一般財源が３億２，６６

７万９千円の増額でございます。教育費全体の補正予算案についての説明は以上で

ございます。 

 

（教育政策課長）それでは，私からは，教育政策課所管分について御説明いたします。

引き続き，議案書３ページを御覧ください。項 教育総務費，目 教育振興費のうち
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「教育情報化推進費」につきまして，２０２０年度から順次，小学校，中学校で全面

実施される新学習指導要領への対応のため，教育ＩＣＴ環境整備事業を推進しよう

とするものでございます。今年度に事業着手しようとする教育ＩＣＴ環境整備事業

費２７億４，８３２万７千円のうち，令和元年度分として３億２，２０６万４千円を

増額補正するものでございます。また，令和２年度分以降の執行予定額２４億２，６

２６万３千円については，債務負担行為を設定しようとするものでございます。詳細

につきましては，本日配付させていただいた資料ＩＣＴ環境整備の概要を御覧くだ

さい。「１ ＩＣＴ環境整備に係る国・文部科学省の動向」でございますが，新学習

指導要領では，情報活用能力が，言語能力，問題発見・解決能力等と同様に「学習の

基盤となる資質・能力」と位置付けられ，情報活用能力の育成のためには，学校現場

でのＩＣＴ環境整備が必要とされ，２０１８年以降の学校におけるＩＣＴ環境の整

備方針を取りまとめ，整備の目標水準を示し，各自治体が取り組むよう予算措置を講

じております。図表１は文部科学省が掲げる目標水準でございます。「２ 本市の現

状」でございますが，図表２に記載のとおりであり，全国的な順位も低く，２ぺージ

に記載の新学習指導要領の実施に必要なＩＣＴ環境の基準に示す，ステージ３とは

大きな差があり，こことの差を縮める必要がございます。また，教員の働き方改革も

大きな課題となっており，教職員，１人１台のコンピュータが配備されていない状況

も改善しなければなりません。そこで，鈴鹿市教育ＩＣＴ環境の整備の目的を，「校

務の効率化と授業の質の向上を実現し，鈴鹿市立小中学校における教育全体の質の

向上に寄与する」ことと定めました。単にＩＣＴ機器を整備するのではなく，情報セ

キュリティに配慮し，有機的な活用ができる教育情報ネットワーク基盤の構築，校務

でのＩＣＴ活用ができるよう校務の情報化，授業でのＩＣＴ活用ができるよう学習

用ＩＣＴ機器の導入の３つの方針に整理いたしました。３ページを御覧ください。先

程，申し上げた３つの方針を実現するために必要な整備内容を整理したものが，図表

５となります。これらを整備することで，新しい教育ＩＣＴ環境を実現します。目指

す姿の授業イメージ図を図表６に記載しています。また，整備スケジュールを４ペー

ジに記載しました。来年度には，小学校で，中学校では，令和３年度に新学習指導要

領が全面実施されます。それに間に合うようにＩＣＴ環境を整えるには，今年度中に

整備を終えなければなりません。厳しいスケジュールではありますが，計画的に進め

ていきたいと考えております。５ページを御覧ください。今年度に着手する事業の全

体事業費は，２７億４，８３２万７千円，うち本年度分として，３億２，２０６万４

千円となり，当該金額を増額補正するものでございます。また，導入予定機器数量は，

教職員用ＰＣが１，３００台，児童生徒用ＰＣが３，２００台，大型提示装置が９５

０台，実物投影機が６８０台であり，これが実現されますと，教育用コンピュータ１

台当たりの児童生徒数が５．１人，教員の校務用コンピュータの整備率が１００％，

普通教室の大型提示装置整備率が１００％と，児童生徒用ＰＣが３クラスに１クラ

ス程度というところまでは行きませんが，ステージ３のＩＣＴ環境が整備されるこ

ととなります。最後に目指すべき効果を記載しています。授業用ＩＣＴの効果として

は，「授業内容の充実」，「学習意欲の向上」，「学習内容の定着」という観点で効果が

期待できます。また，校務用ＩＣＴの効果といたしまして，「教職員間のコミュニケ
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ーションの向上」，市内で統合化されたシステムの利用による「業務の質の向上」，「人

事異動への円滑な対応」，業務の効率化により，稼働時間の配分を見直すことで「学

習指導の質の向上」，「生活指導の質の向上」が効果として考えられます。繰り返しに

なりますが，来年度以降，小中学校で新学習指導要領が全面実施されます。国もＩＣ

Ｔ環境整備をするよう求めてきており，このタイミングで教育ＩＣＴ環境の整備が

行われないと，鈴鹿の子どもたちが，他市町の子どもたちと差がついてしまうおそれ

があります。これから，社会に出て行くに当たって，ＩＣＴは，必要で，当たり前の

環境となっています。したがって，小中学校の間にＩＣＴ環境が整備された学校で経

験させることや情報リテラシー教育を行うことは，本市の責務だと考えております

のでよろしくお願いいたします。説明は，以上でございます。 

 

（参事兼学校教育課長）私からは，項 教育総務費，目 教育振興費のうちの「物品購

入費」９９万円の補正につきまして，御説明させていただきます。平成３１年の４月

４日に鈴鹿市の学校教育の貢献のために，堀田メンテナンスの堀田征様から１００

万円の寄付金を頂戴しました。なお，堀田様からは，購入希望品などの指定はござい

ませんでしたので，近年の猛暑に対応すべく体育館に設置する大型扇風機を各小学

校に２台，各中学校に４台の購入費用として補正するものでございます。 

 

（教育支援課長）続きまして，教育支援課所管分について説明させていただきます。項 

社会教育費，目 社会教育総務費の「人権教育センター費／管理運営費」の３３６万

５千円につきましては，人権教育センターの屋上防水シートの修繕工事に係る費用

でございます。これまでも多少の雨漏りが確認され，バケツ等により対応してまいり

ましたが，本年１月末の大雨の時から，図書室や多目的室倉庫において大量の雨漏り

が発生し，その後も一定の雨量があった場合には，多目的倉庫では１日で衣装ケース

がいっぱいになるほどの雨漏りが続いています。人権教育センターの建物自体への

影響や漏電が心配されるため，修繕工事を進めてまいりたいと考えております。よろ

しく御審議いただきますようお願いいたします。 

 

（参事兼子ども育成課長）続きまして，子ども育成課分につきまして，説明申し上げま

す。項 教育総務費，目 教育振興費の「私立幼稚園就園助成費」６３２万６千円は，

本年１０月から開始が予定されております幼児教育無償化に伴いまして，現在，運用

を行っております幼稚園就園奨励費補助業務システムのシステム改修に要する経費

でございます。財源は，国の１００％補助対象でございます。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。 

 

（子ども家庭支援課長）続きまして，子ども家庭支援課所管分につきまして，御説明さ

せていただきます。項 教育総務費，目 教育振興費の「特別支援教育推進事業費」

の１２５万円でございますが，支援が必要な児童に対して就学前から適切な支援と

保護者の不安の解消を図り，途切れのない支援の構築に向けて，教育と福祉が連携し，

相談窓口を一元化していくための事業費でございます。よろしく御審議いただきま
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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。 

 

（山中委員）「特別支援教育推進事業費」の教育と福祉の一元化というのは，具体的には

どのようなことなのでしょうか。 

 

（子ども家庭支援課長）現在，５歳児検診と呼ばれている集団適用検診を行っていまし

て，昨年度は，全児童１，６９０人実施させていただきました。その中で，支援が必

要だという児童は約１０％程度おりますが，その子たちの支援につきまして，幼稚

園・保育園の年長児から小学校１年生の引継ぎに向けて，その間の小学校の就学のと

ころで，きちんと支援をしていきたいと考えております。そこで，福祉では年長就学

まで，教育は就学からということではなく，教育と福祉を一体化するような窓口対策

を子ども家庭支援課が中心となって，させていただきたいと考えています。 

 

（福嶋委員）ＩＣＴの整備について，教えてください。令和元年には，ステージ３まで

整備するということで，令和６年度くらいになるとステージ４くらいまで到達する

のでしょうか。 

 

（教育政策課長）残念ながら今回の整備については，ステージ３の到達までが，当面の

目標とさせていただいております。ステージ４につきまして，整備をするということ

になりますと，こちらについては１人１台完全に可動式のＰＣを持たなければなら

ないということになります。これができるようになる状況というのは，おそらく私立

の小学校や中学校ということになるかと思います。公立の小中学校で１人１台を整

備するというところは，予算的に非常に厳しいものですから，今後その負担のあり方

も含めて国の方でも検討いただけるものではないかと思いますので，そちらはその

議論を待ちたいと考えております。 

 

（福嶋委員）そうしますと，債務負担行為でこれから５年間保証されるということなの

ですが，それはどのような金額的な配分や，段階的な整備をしていくのでしょうか。 

 

（教育政策課長）費用負担の考え方をどのようにするのかということについて，一時的

に調達をして金額を発生させるのではなく，なるべくその負担水準を平準化させる

という必要がございます。そのために今回私どもが考えたのは，サービス利用方式を

なるべく取り，基本的には５年間同じ仕組みを使わせていただくということで，その

利用料を払い，毎年度同じような費用を発生させるということです。ですので，総額

２７億円ということですが，それを５年間均して負担をしていくという方向で計画

しています。 

 

（福嶋委員）そうしますと，令和元年度には機材が全部一括して入るけれども，その金
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額を割り振って支払っていくということでしょうか。 

 

（教育政策課長）福嶋委員のおっしゃるとおりです。 

 

（下古谷委員）基本的には指導要領ということで中身としては，各自治体で同じような

ことを整備していくと思いますが，特に鈴鹿市ならではの，ここは注意して意識的に

整備しているなどがあったら教えていただけませんでしょうか。 

 

（教育政策課長）予算上の段階でございますので，こういうところまでしたいというこ

とをなかなか言いにくいところではございます。今回，調達にあたりましては，プロ

ポーザル方式を考えておりまして，それぞれ事業所さんにこういった方式でやった

らいかがでしょうという提案を待って，その提案の中で尖ったものがあるのであれ

ば，また，こういったことが鈴鹿市の子どもたちのためになると判断するのであれば，

それを採用したいと考えております。 

 

（下古谷委員）ＩＣＴというのは大変重要なことで，子どもたちにも勉強していっても

らわないといけないのですが，子どもたちを含めて，社会人になってくる人たちに実

行力がないということを感じています。自分から進んでこういうことをやりましょ

う，真剣に取り組んで，もう一歩先まで進んでやろうというような意欲のある子が少

ないです。要するに言われたことしかしないということです。何か実行力を育むよう

なＩＣＴ教育というのはないでしょうか。 

 

（教育長）主体的な学びということですね。 

 

（教育政策課長）主体的，対話的で深い学びというのが新学習指導要領で実現していく

教育のあり方で，言い方を変えるとアクティブラーニングというところもその一つ

になろうかと思います。今までですと教師，教員が黒板の前に立って，一斉学習方式

でやっていると，どうしても先生方は自分たちで考える授業をしようとしても，受身

的なものにならざるを得ない点もあろうかと思います。今回ＩＣＴ機器を活用する

ことで，例えば自分で調べてみようということもできますし，それぞれが意見を出し

合うところについて，いかにＩＣＴ機器を使って，子どもたちの情報を寄せ集めるか

ということで，自分の考えだけではなく，同級生の考えはこういう考え方なのだとい

うことで，深い学びができ，新学習指導要領の目指す主体的，対話的で深い学びの部

分には，ＩＣＴの機器を使って活用できるのではないかと思っています。 

 

（下古谷委員）是非そういう意味ではＩＣＴ機器をうまく活用いただき，どんどん子ど

もたちの力を伸ばしてほしいと思います。私自身もそうですが，教員側がそれに対応

しきれないような部分を感じているので，先生方の勉強会を是非しっかりとやって

ほしいと思います。 
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（吉澤委員）ＩＣＴの授業が始まるということで，目指すべき効果というのをすごく期

待しています。他県の小学校では遊び感覚でおもちゃのように扱ったために壊した

り，故障させたりして，結局失敗に終わったという話も聞いておりますので，まず取

扱いの教育というのをしっかりやってもらいたいと思います。その辺りのことにつ

いて，いかがでしょうか。 

 

（教育政策課長）端末機器が壊れやすいので，気をつけなければならないと思っていま

すが，基本的には５年間使い続けることができるように保証を付けていただく，ある

いは，保証が付かないような機械であれば代替機を用意するようなことで，調達しよ

うと考えています。ただ，そうは言いましても使い方によっては，よく壊されるとい

うことも考えられなくもないので，その辺りについては教員が，使う子どもたちに対

して適切な指導をしていく必要があると考えています。 

 

（山中委員）統合型校務支援システムについて，指導要録や健康診断票というのは，当

然今は紙で行われています。これがシステム導入されて，紙ベースのものは，どうな

るのでしょうか。やはり必要になってきて，紙文書があって，二重になるのか，シス

テムに一元化になるのか，その辺りを教えてください。 

 

（教育政策課長）基本的に指導要録の保管の最終的なところは，紙保管になると思いま

す。ただ，統合型の校務支援システムを入れることによって，業務のあり方を少し見

直してもらう必要があると思っています。その中で従来，紙でないといけないと思っ

ていたものが，紙ではなくほかのものでも対応可能であれば，様式として電子様式も

認めるなど，少し規則等を変更する必要も出てくるのではないかと思っています。 

 

(福嶋委員)選定については，プロポーザル方式ということで，アイデアや予算や実績な

どがキーポイントになると思いますが，たくさんの企業さんが参加していただける

のでしょうか。 

 

（教育政策課長）今回の調達は金額もかなり大きいところがありますので，申し訳ない

ですが，小さい企業さんについては入れないと思います。これについては，昨年度，

大手ベンダーさんに基盤が構築できるかなどの情報提供依頼をさせていただいてお

ります。その中で大手のベンダーさんがお答えいただいておりますので，そういった

ところが入っていただけるだろうと思っています。ただ，現在最終的な仕様書等の作

成にかかっていますが，その中での本市のＣＩＯ補佐官からの意見ですと，一社に決

まるような仕様にせずに，広く募集できるような仕様に書いておき，その中で競争性

を確保して，できれば低額に導入できればとおっしゃっていただきました。ただ，私

どもとしましては金額が安いということだけではなく，今回教育政策課の方で，３，

２００台，あるいは教員の端末１，３００台を合わせて４，５００台の端末を管理し

なければならず，その基盤も管理しなければなりませんので，そこも含めて運用管理

ができるところでないと，厳しいと思います。そういうところは，これまで情報提供
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依頼をさせていただいた中で，参加をしていただけそうですので，きっと良いものを

提案していただけるのではないかと思っています。 

 

（福嶋委員）期待をしています。令和元年にということで時間もないので，迅速かつ慎

重にやっていただけたらと思います。 

 

（教育長）教育ＩＣＴについて，たくさん質問をいただきましたが，ほかによろしいで

しょうか。 

 

（福嶋委員）私立幼稚園就園助成費について，先ほどの説明ではシステム改修のためと

いうことでしたが，各私立幼稚園にシステムを置いていくということなのか，一括し

てどこかでというものなのか，イメージを教えていただけますでしょうか。 

 

（参事兼子ども育成課長）今回のシステムにつきましては，現在幼稚園の就園助成費の

システムを子ども育成課で使っていますが，それを改修しまして，無償化になったと

きに対象が増えますので，その対象分を入れ込むということです。各園に配置をする

ということではございません。 

 

（福嶋委員）それが入ると，労働時間も短縮されてスムーズにいくということでしょう

か。 

 

（参事兼子ども育成課長）今までは私立幼稚園の園児を対象としたシステムだったもの

を，そこに，例えば預かり保育の部分のメニューを増やすことや，認可外保育施設の

対象者を増やすなど，そういった対象者を増やすという意味での改修になります。福

嶋委員がおっしゃるとおり，業務をスムーズに進めるための前もっての改修となり

ます。 

 

（福嶋委員）１０月からということですので，たくさん対象が増えるということで，非

常に煩雑な業務が増えると思いますが，よろしくお願いいたします。 

 

（下古谷委員）人権教育センターの雨漏りの件について，こういったことはよくあるこ

となのでしょうか。 

 

（教育支援課長）人権教育センターは，建築から約４０年経っておりまして，これまで

も小さな雨漏りが確認されていました。先ほど説明いたしましたとおり１月末の大

雨の時に大量の雨漏りが発生して，その時はまだ衣装ケースを準備するような状況

ではなかったのですが，倉庫が水浸しになり，それがきっかけで衣装ケースを準備し

て雨漏り対策をするようになりました。その後，一日で衣装ケースいっぱいに溜まっ

てしまう状況になり，長年雨漏りが続いているところでは，壁の中もかなり厳しいの

ではないかということも含めて，今回補正させていただきました。 
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（下古谷委員）なかなかそういった雨漏りというのは，どこから漏れているという原因

を突きとめるというのは，専門業者でも難しいと聞きます。４０年くらい経っている

となると，修理も難しいのではないかと思いますが，一般的な雨漏りとして修理でき

そうなのでしょうか。 

 

（教育支援課長）おっしゃるとおり原因の追究が難しく，どのような修繕の仕方がある

かということを関係課とも相談する中で，やはり人権教育センターについては，屋上

に張ってある防水シートを全面的に張り替えるということが，雨漏り防止につなが

るということで，このような補正となりました。 

 

（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１９０８号「令和元年度鈴鹿市教育費第２号補正予算案について」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１９０８号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）次に，議案第１９０９号「令和元年度鈴鹿市公民館運営審議会委員の委嘱に

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，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１９０９号「令和元年度鈴鹿市公民館運営

審議会委員の委嘱」につきまして，説明申し上げます。５ページを御覧ください。御

覧いただいているものは，令和元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，学識経験のある者の中から，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，令和元年６月１日から令和２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につきましては，まず，学校教育関係者といたしまして，
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鈴鹿市立旭が丘幼稚園長の中野あけみ様，鈴鹿市立旭が丘小学校長の髙藤富子様，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連合会会長の野間いづみ様，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。 

 

（下古谷委員）委員の方で女性の方が多く，男性が２名となっていますが，何か理由が

ありましたら教えてください。 

 

（地域協働課長）関係委員の方の女性の登用率というのは，本市の中でも意識をして取

り組んでいるところでありますが，今回の選定にあたりましては学校教育関係者，社

会教育関係者については，充て職というところもございますので，結果として昨年の

４名から６名に増えたということです。 

 

（福嶋委員）公民館活動というのは，最近非常に重要な分野になってきていると思いま

すが，公民館の運営審議会でどういうことが話題になり，審議されているのでしょう

か。 

 

（地域協働課長）公民館の運営審議会の開催状況につきましては，昨年のこの場におき

ましても前任のものから説明があったと思いますが，ここ１０年ほど開催がないと

いう状況でございます。公民館長からの諮問を受け，公民館の運営等につきまして議

論していくという中で，喫緊の中では具体的なテーマや議論というのは，結果として

ありませんでした。福嶋委員がおっしゃられるように，公民館の活動や地域づくりも

しっかりと取組を進めている中で，いろいろな意味でテーマを持って，そういった開

催をもって議論は必要だという認識はございます。これまでの中では，昨年と同様開

催の機会がないというのが現実です。 

 

（福嶋委員）従来型のことにこだわらないで，積極的にまずは集まるというところから

今の課題について議論するということを是非やっていただければと思います。 

 

（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１９０９号「令和元年度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。 
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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１９０９号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）次に議案第１９１０号「令和元年度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１９１０号「令和元年度鈴鹿市社会教育委

員の委嘱」につきまして，説明申し上げます。７ページを御覧ください。御覧いただ

いているのは，令和元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年でございまして，令和元年６月１日から令和２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，鈴鹿市立旭が丘

幼稚園長の中野あけみ様，鈴鹿市立旭が丘小学校長の髙藤富子様，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連合会顧問の松尾健様，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。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）社会教育委員さんには，いつも成人式でお目にかかっています。同じよう

な質問ですが，社会教育委員さんも最近どういうことをされているのか，どのような

ことが課題になっているか教えていただけますでしょうか。 

 

（文化振興課長）社会教育委員会では２回の会議と，研修会を１回開催しております。

会議では社会教育分野の主要事業について，各課の事業を説明し，社会教育委員の皆

様から意見をいただいております。昨年度研修会を一度開催しておりますが，そちら

につきましては，単独公民館長の勉強会というのをされていますので，そちらを視察
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しております。社会教育委員の方は熱心に勉強されておりまして，自主勉強会という

のを年５回開催しております。そして，名張市へ放課後子ども教室や地域づくり協議

会を自主的に視察に行っておられます。それから，きらりという社会教育委員さんで

作っていただいている情報紙も昨年３回発行されています。 

 

（福嶋委員）是非，そういった経験を私どもの方にも教えていただけるようにお願いい

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１９１０号「令和元年度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１９１０号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）次に議案第１９１１号「令和元年度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 

 

（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１９１１号「令和元年度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。９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，その任命基準におきましては，同じく図書館法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連合会副会長兼

調査広報長の谷口健治様，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庄野小学校長の加藤稔明様の９名でござ

います。委員の任期は，１年間と定めており，６月１日から翌年の５月３１日までで

ございます。なお，鈴鹿市ＰＴＡ連合会選出の谷口健治様以外の８名は，昨年度から
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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。 

 

（吉澤委員）委員の方は素晴らしい方でとても良いと思います。少し図書館のことでお

聞きさせていただきます。最近図書館へお伺いさせていただきまして，とても整理さ

れていて書物が見やすく，良い環境だと思いましたが，表の花壇には花がないですし，

裏庭は草が生えていて，佐佐木信綱さんの歌碑も全然見えない状態でした。やはり館

内で読書をするだけではなくて，裏庭に出て少しリフレッシュできるような憩いの

場の雰囲気も作っていただきたいと思います。 

 

（図書館長）ありがとうございます，図書館の周りの垣根や雑草については，ほかの市

民の方からも御意見を頂戴しております。全員で草を刈る日を設けることも考えて

おり，職員が朝早く出勤し，始業までの３０分間で，買い物かごに１かご分の雑草を

刈るなど，そういったことを皆でやりながらできるだけ整備を進めるとともに，業者

の力も借りて少しでも整備できるように努めてまいります。 

 

（教育長）図書館運営に関する御質問ということで，ありがとうございました。 

 

（福嶋委員）私も委員さんについて，とても立派な方々だと思っております。図書館は

予算がない中でもいろいろとアイデアを出していただいており，従来の概念にとら

われることなく，子どもたちも親しめて，お年寄りも積極的に行けるというようなも

のを目指して，より一層頑張っていただければと思います。 

 

（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１９１１号「令和元年度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１９１１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。「令和元年度園児，児童，生徒数について」

をお願いいたします。 

 

（参事兼学校教育課長）それでは私からは報告事項「令和元年度園児，児童，生徒数に

ついて」御説明申し上げます。１ページ，２ページを御覧ください。１ページにつき

ましては，本年度の園児数と学級数でございます。比較のために２ページに昨年度の
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園児数と学級数を用意させていただきました。まず，園の数でございますが，昨年度

は一ノ宮幼稚園の休園がございまして，全部で１２園でございました。今年度につき

ましては，一ノ宮幼稚園が廃園となり，１１園となりました。今年度の園児数と学級

数についてでございますが，４歳児は２２２人で，１０学級，５歳児は２６５人で１

４学級です。なお，５歳児の学級については，４歳児との複式学級の椿幼稚園と栄幼

稚園の２園を含んでおります。全体では４８７人，２４学級となっており，昨年度と

比べますと人数で３８人の減，学級数につきましては昨年度と同数となっておりま

す。続きまして，３ページ及び４ページを御覧ください。３ページにつきましては本

年度の小学校の児童数，学級数でございます。４ページは昨年度のものです。３ペー

ジの今年度の学級数，児童数でございますが，市内の総計は１０，８４５人，４６１

学級となっております。昨年度に比べますと，３５９人，８学級の減となっています。

次に５ページ，６ページを御覧ください。５ページにつきましては，本年度の中学校

の生徒数，学級数でございます。６ページについては昨年度のものでございます。５

ページの本年度の中学校の生徒数，学級数でございますが，市内の総計は，５，４３

３人，１９０学級となっております。昨年度に比べますと，３８人，４学級の減とな

っております。小学校と中学校を合わせますと，児童生徒数及び学級数につきまして

は，１６，２７８人，６５１学級となり，昨年度より３９７人，１２学級の減となっ

ております。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）全国的に少子化が進んで，子どもの人数が少なくなっているということな

のですが，鈴鹿市の場合は，全国的な減少から見るとどういう傾向にあるのでしょう

か。 

 

（参事兼学校教育課長）全国的と申しましても都市型等の傾向がございますが，同規模

のところと比べますと，ほぼ同じような傾向がございます。したがって，今後小学校，

中学校におきましても，なだらかに減少傾向というところでございます。 

 

（下古谷委員）小学校が４００人近く減少になっており，表を見た時に稲生小学校と神

戸小学校の減少が全体的に見て，少し多いかと思いますが，何か理由がありますでし

ょうか。 

 

（参事兼学校教育課長）特に稲生小学校につきましては，団地が造成されたということ

がございまして，少しずつ増加傾向にある学校でございますが，少し落ち着いたとい

うことがあり，なだらかに減少していく傾向があります。今回稲生小学校につきまし

ては，この減少というのは６年生の子と入ってくる１年生の子を比べて，少し１年生

の子が減ったということでございます。神戸小学校につきましても，同じように６年

生の子と１年生を比べると，１年生が少ないということでございます。以上でござい

ます。 
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（下古谷委員）中学校を見ると，天栄中学校と鈴峰中学校が増加傾向にあり，特に１年

生が増えており，増えるのは良いと思いますが，大きな原因はありますでしょうか。 

 

（参事兼学校教育課長）鈴峰中学校につきましては，分かりづらい部分もございますが，

自然に増えたのだと思います。天栄中学校につきましては，白子中学校区の弾力化の

影響で，本来白子中学校区ですが天栄中学校に入ってくる生徒がおり，増えたという

ことです。 

 

（福嶋委員）幼稚園について，各中学校区に１つの幼稚園を目指しているとお伺いした

のですが，これから幼保一元化もあるということで，幼稚園はどのように向かってい

くのかについて，どのようにお考えでしょうか。 

 

（参事兼子ども育成課長）各中学校区に１園ということで基本的に園の運営をさせてい

ただいておりますが，今後につきましては幼稚園の再編整備計画や，保育所の整備方

針も含めまして，部内で方向性を詰めているところでございます。今回の園児の数字

を見ていただいても明らかなのが，複式学級の栄幼稚園と椿幼稚園の数字が伸び悩

んでいるという現状がございます。この辺りも十分に検討させていただいて，集団生

活を送る適正な人数というのを決めて，今年度何らかの方向性を示していくという

ことで進んでいます。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，報告事項の２番目，「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。 

 

（参事兼学校教育課長）それでは引き続き報告事項「「よい歯のコンクール」の開催につ

いて」御報告いたします。日時は令和元年６月６日（木）の１４時から，会場につき

ましては，鈴鹿市保健センター２階すこやかホールです。鈴鹿歯科医師会及び鈴鹿市，

鈴鹿市教育委員会と学校保健会鈴鹿支部の４者の共催となっております。児童生徒

の審査会というのがございますが，第３次までの審査を行うこととなっております。

その中から最優秀賞と優秀賞，努力賞をそれぞれ小学校，中学校で各１名を選んで，

当日の歯の審査のみならず，図画ポスターのコンクールというのも実施しておりま

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ます。参加点数につき

ましては，幼稚園は１９点，小学校は１，２，３年の低学年は２４点と，４，５，６

年の高学年が８点の合計３２点，中学校は，３４点ございました。特別支援学級のみ

の部では，４点応募がございました。合計で８９点の応募でございます。以上で報告

とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

（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）こういった表彰の時に歯の大切さやそしゃくの大切さというのは，教えて
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もらうことができるのでしょうか。 

 

（参事兼学校教育課長）歯科の先生がおみえになりますので，その先生から歯磨き指導

もしてもらうことになっています。 

 

（下古谷委員）表彰のところに（１）には，最優秀賞，優秀賞，努力賞というのがあり，

（２）のポスターコンクールにも最優秀賞，優秀賞とあります。（２）のポスターコ

ンクールについては技術的なところもあると思いますが，小学校は低学年の部，高学

年の部とあります。（１）のよい歯の児童生徒地区審査に小学校・中学校計２名では

なくて，小学校低学年１名，高学年１名，中学校１名の計３名などにならないでしょ

うか。さきほどの説明では小学校が約１０，８００名，中学校が約５，４００名とい

うことでしたので，確率的にかなり違うと思います。ですので，小学校の子ももう１

名くらい増やしても良いのではと思います。次回からとなるとは思いますが，いかが

でしょうか。 

 

（参事兼学校教育課長）御意見を参考にさせていただいて，今後検討させていただきま

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）６月定例会でございますが，令和元年６月２５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,６月教育委員会定例会を令和元年６月２５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，令和元年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０９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 


