
令和元年７月教育委員会定例会事項書

令和元年７月１６日（火）午後１時３０分から 

鈴鹿市役所 本館１１階 教育委員会室 

１ 開 会 

２ 会議録署名委員について 

３ 議 事 

（1）【議案第 1917号】 

（2）【議案第 1918号】 

専決（鈴鹿市職員の人事評価の実施に関する規程の一部改正）の 

承認について （教育総務課） 

学校運営協議会委員の任命について （教育支援課）     

４ 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）大黒屋光太夫記念館「知っておどろき！大黒屋光太夫２０１９」展の開催について

 （文化財課） 

（3）鈴鹿市立幼稚園の園児募集時の休園となる園児数の基準（案）について

  （子ども政策課・子ども育成課） 

（4）令和２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）                 

５ その他 

（1）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） 



    令和元年７月　教育委員会　定例会　　

令和元年７月１６日

鈴鹿市教育委員会

議　　　　案

（ 第１９１７号 ～ 第１９１８号）



議案第１９１７号 

専決の承認について 

鈴鹿市職員の人事評価の実施に関する規程の一部改正について次のとおり専決

したので，これを報告し，その承認を求める。 

令和元年７月１６日提出 

鈴鹿市教育長 中道 公子 

専決事項 

（ 別 紙 ） 

提案理由 

  鈴鹿市職員の人事評価の実施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た

ので，同条第２項の規定により，この議案を提出する。 

1



2



3



鈴鹿市職員の人事評価の実施に関する規程改正部分新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

（人事評価審査委員会） （人事評価審査委員会） 

第13条  略 第13条  略 

２・３  略 ２・３  略 

４ 委員長は鈴鹿市副市長事務分担規則（平成19

年鈴鹿市規則第60号）第２条第１号の副市長を，

副委員長は同条第２号の副市長をもって充てる。 

４ 委員長は鈴鹿市副市長事務分担規則（平成19

年鈴鹿市規則第60号）第２条第２号の副市長を，

副委員長は同条第１号の副市長をもって充てる。 

５～７  略 ５～７  略 

議案第 1917号 

説 明 資 料 
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議案第１９１８号 

学校運営協議会委員の任命について 

学校運営協議会委員を次のように任命する。 

令和元年７月１６日提出 

鈴鹿市教育長 中道 公子 

学校運営協議会委員 

（ 別 紙 ） 

提案理由 

  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

を提出する。 
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学校運営協議会委員の任命について 

 このことについて，下記のとおり小学校長から学校運営協議会委員の変更の

申請がありました。 

【申請学校】 

旭が丘小学校 

１ 旭が丘小学校 

辞任委員：水谷 哲生 

辞任理由：ご逝去されたため 

推薦委員：小林 孝司 

推薦理由：旭が丘地区自治会長であり，旭が丘小学校パトロール隊に所属し，学 

校教育に対して意識が高いため 
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    令和元年７月　教育委員会　定例会　　

報　告　事　項

令和元年７月１６日

鈴鹿市教育委員会



講座③ 10 月 12 日（土）10:00～11:30 

『台湾今昔物語 

～鈴鹿から台湾へのいざない～』 

講師：郭 育仁さん 

会場：鈴鹿大学 

台湾出身の若者が語る“台湾０円観光”。旅

先で出会う市民の暮らしの物語には，わがまち

鈴鹿の観光文化を創造するために欠かせない手

がかりがあります。鈴鹿から台湾の南部をのぞ

いてみましょう。 

講座④ 10 月 22 日（火）10:00～12:00 

『血圧を上げないための減塩のヒント』 

講師：梅原 頼子さん 

会場：鈴鹿大学短期大学部 

わが国の高血圧者数は４３００万人と推定さ

れています。血圧を下げるためには，日ごろの

食事の食塩摂取量を減らすことが重要です。み

そ汁の味覚チェックで，自身の塩分の好みを知

り，減塩のヒントを普段の食生活に生かしまし

ょう。 

講座⑤ 10 月 26 日（土）10:00～11:30 

『映画技術論入門～黒澤映画の魅力～』 

講師：橋本 良介さん 

会場：鈴鹿工業高等専門学校 

巨匠，黒澤明監督を中心に，意外と知らない

映画製作の技術，秘話などをご紹介します。映

画の楽しみ方を再発見しませんか。黒澤映画の

題材として，「天国と地獄」，「羅生門」を取り上

げる予定ですので，事前にご覧になっていると

よいかもしれません。 

講座⑥ 11 月 16 日（土）10:00～11:30 

『英国小説「嵐が丘」の不思議な魅力』 

講師：古野 百合さん 

会場：鈴鹿工業高等専門学校 

昨年誕生２００周年を迎えた，イギリスを代

表する作家エミリー・ブロンテの『嵐が丘』

（Wuthering Heights）は，読むたびに新しい発

見があるとされ，不思議な魅力に包まれていま

す。作家の生涯にも焦点を当てながら，この小

説の魅力について考えます。 

未知との遭遇 ～学びの楽しさ再発見～ 

受講者募集 

主催：鈴鹿市 

市民学習活性化事業 すずか市民アカデミー 

講座①  9 月 17日（火）10:00～11:30 

『認知症にやさしいまちをめざして』 

講師：西川 潤子さん 

会場：鈴鹿医療科学大学 

 認知症は特別な病気ではありません。誰でも 

なり得る病気です。講座では，認知症の現状を 

学び，認知症の人がよりよい日々を送るため生 

活支援の重要性と可能性について，若年性認知

症サロンの活動を通して，当事者の方とともに

学びます。 

講座② 10 月 4 日（金）10:00～11:30 

『 「手」と「健康」の話 』 

講師：草川 裕也さん 

会場：鈴鹿医療科学大学 

 手を使った激しい活動や運動を繰り返すこと

によって，手の神経や筋肉に病気が引き起こさ

れます。 

講座では，その病気の紹介と予防法に加え，

健康的に手を使うことが生活に与える影響につ

いて説明します。 

※申込など，詳細は裏面をご覧ください。 
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「すずか市民アカデミー『まなベル』」は，市

内高等教育機関と連携し，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，学びの楽しさを実感いただ

き，生涯学習をさらに深めていくことを目的とし

ています。 

各高等教育機関を会場として，それぞれの

特徴を生かした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します。 

まなベルとは？

申 込 方 法 

１ 対   象  高校生以上の方なら，どなたでも受講可能。 

２ 申込方法 ①郵便番号・住所 ②氏名（ふりがな） ③年齢
④電話番号 ⑤希望する講座番号と講座日
①～⑤を記入の上，はがき・ファックス・電子メールの
いずれかで，お申し込みください。
（電話での申込はお受けできません。） 

３ 申 込 先  【 鈴鹿市文化スポーツ部文化振興課 】 
  〒５１３-８７０１  鈴鹿市神戸一丁目１８番１８号
ファックス  ０５９－３８２－９０７１
電子メール bunkashinko@city.suzuka.lg.jp

※申込完了後，受講決定書を送付いたします。
講座開催日の３日前になっても受講決定書が届かない時は，
ご連絡ください。

４ 申込期間  ８月５日（月） ～ ８月３０日（金）（必着） 

５ 定   員  各講座５０名程度（先着順） 

６ 受 講 料 ・１講座 ３００円（傷害保険料を含む。） 
・全６講座一括申込の場合 １,５００円

※高校生は，無料（人数制限あり）
・受講料は，当日受付にてお支払いください。
・受講料払込後の返金はできません。

◆「まなベル」に関するお問い合わせ
鈴鹿市文化スポーツ部文化振興課（市役所本館９階）
電話：０５９-３８２-７６１９ （平日８:３０～１７:１５） 



大黒屋光太夫記念館「知っておどろき！大黒屋光太夫 2019」展の開催について 

◆と き

令和元年 7 月 18 日（木）～10 月 6 日（日）

◆ところ

大黒屋光太夫記念館

開館時間 10：00～16：00 

休館日 月・火・第 3 水曜日 

◆趣 旨

大黒屋光太夫は，江戸時代後期の船頭で，江戸に荷物を運ぶ途中で嵐に

遭い，ロシアに漂流してしまいました。そして，10 年の歳月をロシアで

過ごし，ロシア皇帝・エカテリーナ２世に拝謁して日本に帰国すること

ができました。帰国後は，ロシアおよび西洋の体験者として，蘭学者な

どに大きな影響を与えました。 

今回の展示では，館蔵品を中心に展示しながら，大黒屋光太夫の生涯を

できるだけわかりやすく紹介します。  

◆主な展示品

日本漂流譚      漂流記を初めて研究した石井研堂が，子ども向けに

出版した本です。光太夫の漂流についても絵入りで

紹介されています。 

おろしや国酔夢譚衣装 

映画化された時に使われた衣装です。光太夫・エカ

テリーナ 2 世・ラクスマンなどの衣装を展示します。 

北槎聞略附図 大黒屋光太夫が持ち帰った衣服や器物などを模写し

た絵巻です。エカテリーナ 2 世の肖像や光太夫が貰

った金メダルや懐中時計などが描かれています。 

［問合せ先］ 文化財課 担当 代田  直通電話 382-9031 
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日本漂流譚 

明治 25（1892）年 

石井研堂が著した児童本。光太

夫・磯吉が江戸城に招かれ，ロ

シアについて質問を受けてい

る様子を描いた挿絵が有名。 

北槎聞略附図  

 昭和 11（1936）年 模写 

国立公文書館所蔵の原本を亀井

高孝が写生師に模写させたもの。

光太夫が持ち帰った衣類や器物

などが写生されている。  



鈴鹿市立幼稚園の園児募集時の休園となる園児数の基準（案）について 

令和元年 7月 16日 

子ども政策部 子ども政策課 

 子ども育成課 

１ 目 的 

●現在，市内 11箇所にある鈴鹿市立幼稚園では毎年 9月に次年度からの入園児童の募

集を行っています。

●現在，全ての鈴鹿市立幼稚園では，2年保育を実施しており，1年保育の実施園はあり

ませんが，現行の「幼稚園休園基準」が，1年保育の幼稚園のみの規定になっているこ

とから，現状に合うよう改定するとともに，園児数の少ない幼稚園（栄・椿）で実施し

ている弾力的な運用についても併せて園児数を規定します。

●本年 5月 1日現在 園児数 15人未満で，弾力的な運用を行なっている下記の 2園で

は，今年度の 4歳児の園児数が少ないことから，次年度も弾力的に 7人での運用を行

っても，園児数が７人に満たず，休園となる可能性があります。

栄幼稚園（天栄中学校区） 4歳児 6名，5歳児 2名 

椿幼稚園（鈴峰中学校区） 4歳児 2名，5歳児 5名 

２ 今後の対応 

●すべての鈴鹿市立幼稚園入園希望者の保護者には，応募時に基準について説明します。 

栄，椿の在園児（現 4歳児）の保護者には，個別に説明します。

●休園後，廃園基準（裏面参照）に基づき廃園となる幼稚園の施設については，公共施設

等総合管理計画における「統合や廃止の推進方針」や数値目標である「公共建築物の保

有量の５％縮減」を考慮し，検討します。

【裏面へ】 

【鈴鹿市立幼稚園休園基準】 

（現  行） 

1年保育の幼稚園にあっては，幼保一元化の有無に関わらず，5歳児の入園希望者が 15

人未満の場合は休園とする。 

（改定案） 

下記に該当する場合は，休園とする。 

１ 入園希望を募った結果，園児数が 15人未満である場合は，休園とする。 

ただし，令和元年 5月 1日現在，既に園児数が 15人未満である栄幼稚園と椿幼稚 

園の基準については，7人未満とする。 
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３ スケジュール 

8月中旬   各派代表者会議又は全員協議会 

  9月 1日（日）    基準改定（予定） 

  9月 2日（月）～20日（金） 令和 2年度園児募集 

  10月下旬 基準に基づき開園の可否を決定 

※参考

【鈴鹿市立幼稚園廃園基準】 

下記のいずれかに該当する場合は廃園とする。 

1 平成 26年度以降，通算 4度休園となる場合（休園を確定した当該年度末に廃園） 

2 平成 26年度以降，連続 3ケ年休園となる場合（ 〃 ） 

3 災害等による甚大な被害により，今後の存続が困難と判断される場合 

4 その他，廃園が適当と教育委員会が認める場合 



H27 H28 H29 H30 H31 H27 H28 H29 H30 H31 H27 H28 H29 H30 H31

国府 27 15 23 24 16 23 31 18 28 24 50 46 41 52 40

加佐登 18 21 12 10 13 22 21 20 13 10 40 42 32 23 23

牧田
1年保育
5歳児のみ 休園 休園 廃園 － 16 休園 休園 廃園 － 16 休園 休園 廃園 －

白子 23 21 14 18 16 27 22 24 14 19 50 43 38 32 35

旭が丘 64 46 48 54 49 62 61 58 55 60 126 107 106 109 109

稲生 35 28 26 20 23 30 36 27 26 21 65 64 53 46 44

飯野 31 33 33 33 31 32 34 40 37 30 63 67 73 70 61

河曲
1年保育
5歳児のみ 休園 休園 廃園 － 12 休園 休園 廃園 － 12 休園 休園 廃園 －

一ノ宮 休園 休園 廃園 14 11 休園 休園 廃園 14 11 休園 休園 廃園

長太 廃園 － － 10 10 廃園 － － 10 10 廃園 － －

箕田 19 22 12 19 13 15 19 23 19 13 34 41 35

玉垣 35 26 26 33 26 32 38 31 28 35 67 64 57 61 61

神戸 28 35 29 29 28 24 21 32 41 36 52 56 61 70 64

栄 2 6 13 12 11 3 2 13 12 11 5 8

椿 2 2 7 4 2 4 5 5 12 5 6 7 12 16 7

合計 263 227 237 249 222 340 315 281 276 265 603 542 518 525 487

公立幼稚園　園児数　推移

1年保育　5歳児のみ

1年保育　5歳児のみ

1年保育　5歳児のみ

1年保育　5歳児のみ

5　歳　児 各　園　別　計4　歳　児
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【就学前施設状況一覧（中学校区別）】  

（R1.5.1現在）

国府小 牧田保 ひので保育園 国府幼 開園

明生小 栴檀保育園 庄野幼 H28年度から廃園

庄野小※

牧田小 算所保 あかつき保育園 牧田幼 H31年度から廃園

飯野小 ハートピア保育園 飯野幼 開園

清和小 トーマスぼーや保育園

加佐登小 白鳩保育園 加佐登幼 開園

石薬師小 かもめ保育園 石薬師幼 H26年度から廃園

井田川小 石薬師保育園 井田川幼 H27年度から廃園

庄野小※ 第2石薬師保育園

鈴西小※

河曲小 神戸保 高岡ほうりん保育園 神戸幼 開園

一ノ宮小 河曲保 竹野の森こども園 河曲幼 H30年度から廃園

神戸小 西条保 一ノ宮幼 H31年度から廃園

一ノ宮保

箕田小 長太の浦保育園 ほうりん認定こども園 箕田幼 開園

長太小 第二長太の浦保育園 長太幼 H29年度から廃園

若松小※ くすのき保育園

玉垣小 玉垣保 みそら保育園 玉垣幼 開園

愛宕小※ ぐみの木ほいくえん 第２すずか 若松幼 H27年度から廃園

若松小※ サラナ保育園 　きしおか幼稚園

ひばり保育園

旭が丘小 旭ヶ丘保育園 旭が丘幼 開園

稲生小 野町保育園 稲生幼 開園

桜島小

白子小 白子保 鼓ｹ浦保育園 白子幼 開園

鼓ｹ浦小 あおい保育園 愛宕幼 H28年度から廃園

愛宕小※ ドリームハウス保育園

おおとり保育園

合川小 合川保 いそやま保育園 サン認定こども園 栄幼 開園（複式）

天名小 認定こども園 天名幼 H26年度から廃園

栄小  白百合幼稚園

郡山小

椿小 深伊沢保 庄内青い鳥保育園 椿幼 開園（複式）

深伊沢小 ながさわ保育園 深伊沢幼 H26年度から廃園

庄内小 岸田保育園 庄内幼 H26年度から廃園

鈴西小※ くまだ保育園

就学前
施設数 計

10 29 3 6 23 11

※は，複数の中学校区にまたがる小学校区

幼稚園再編
整備計画

策定時（H25）
の開園状況

R1開園状況
及び

廃園状況

平田野
中学校区

道伯幼稚園

すずか幼稚園

第ニさくら幼稚園

中学校区 小学校区
公立

保育所

白子
中学校区

千代崎
中学校区

大木
中学校区

神戸
中学校区

創徳
中学校区

白鳥
中学校区

私立保育園 私立認定こども園
私立幼稚園
（新制度に

移行していない）

第一さくら幼稚園

白子ひかり幼稚
園

鈴峰
中学校区

天栄
中学校区

鼓ケ浦
中学校区
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令和 2年度 鈴鹿市立幼稚園入園児募集要項

令和 2 年度鈴鹿市立幼稚園の入園児を次のとおり募集します。入園を希望される方は， 

ご希望の幼稚園までお越しください。 

１ 募集対象 

鈴鹿市に居住（又は入園までに居住を予定）しており，次の期間に生まれた幼児 

●5 歳児：平成 26 年 4 月 2 日～平成 27 年 4 月 1 日生まれ

●4 歳児：平成 27 年 4 月 2 日～平成 28 年 4 月 1 日生まれ

２ 定員及び連絡先 

幼稚園名 
定 員 

住 所 電話番号 
５歳児 ４歳児 

国府幼稚園 105 人 35 人 国府町 3519－1 378-4523

加佐登幼稚園 70 人 35 人 高塚町 1087－1 379-1518

白子幼稚園 70 人 35 人 白子一丁目 12－12 387-5325

旭が丘幼稚園 70 人 70 人 東旭が丘五丁目 3－33 387-5326

稲生幼稚園 70 人 35 人 稲生三丁目 10－1 387-5338

飯野幼稚園 105 人 35 人 三日市南二丁目 1－7 382-3698

箕田幼稚園 35 人 35 人 南堀江一丁目 2－26 385-1493

玉垣幼稚園 70 人 35 人 北玉垣町 734 382-3663

神戸幼稚園 70 人 35 人 神戸七丁目 4－12 382-3275

栄幼稚園 35 人 五祝町 1068 387-6246

椿幼稚園 35 人 山本町 750 371-3715

●定員を超えた場合は，抽選となります。ただし，4 歳児から進級する園児は優先となります。
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３ 入園手続 

希望される幼稚園へ「入園願」を提出してください。併願はできませんので 1 園のみ提出してく

ださい。 

●令和元年 8 月 1 日（木）から各園で「入園願」を配布します。入園を希望される幼稚園へお越

しください。

４ 募集期間 

 令和元年９月 2 日（月）～ 令和元年 9 月 20 日（金） 

（土曜・日曜・国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く） 

●受付時間は，9 時から 16 時までです。

●募集期間終了後も，空きがあれば随時入園願を受け付けます。空き状況については，入園を希

望される幼稚園又は子ども育成課へお問い合わせください。

鈴鹿市立幼稚園について

●保育料等

保育料は無償（0 円）ですが，給食費 4,200 円（令和元年度参考額），その他の諸経費

（教材費，ＰＴＡ会費，アルバム代等）が必要です。 

●保育時間

8 時 30 分から 14 時までです。登降園の時間は，園により多少異なりますので，幼稚

園にお問い合わせください。 

通園バスはありませんので，原則，保護者による送迎となります。ただし，5 歳児に

ついては，通学団にて小学生と一緒に登園できる園もありますので，幼稚園にお問い合

わせください。 

●休園日

（1）土曜日，日曜日，国民の祝日に関する法律に規定する休日

（2）夏休み 7 月 21 日 ～ 8 月 31 日

（3）冬休み 12 月 24 日 ～ 翌年 1 月 7 日

（4）春休み 3 月 26 日 ～ 4 月 7 日

（5）その他教育委員会が必要と認める日

【お問い合わせ先】 

鈴鹿市 子ども政策部 子ども育成課 

TEL 059-382-7606 

FAX 059-382-9054 
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