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令和元年８月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 令和元年８月７日（水）午前９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） 

 

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），文化振興課長（近藤眞智子），文化財

課長（新田剛），スポーツ課長（永井洋一），子ども政策課長（江藤大輔），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）令和元年度鈴鹿市教育費第３号補正予算案について        （関係各課） 

（２）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 

（教育総務課・子ども育成課） 

（３）令和２年度使用小学校教科用図書及び中学校教科用図書の採択について 

(教育指導課) 

（４）鈴鹿市立幼稚園条例の一部改正について              (子ども育成課) 

 

 

６ 報告事項 

（１）平成３１年度（令和元年度）全国学力・学習状況調査における教科に 

関する調査結果について                                     （教育指導課） 

（２）考古博物館「お月見ミュージアムコンサート」について         （文化財課）

（３）伊勢型紙資料館 新蔵企画展「伊勢型紙と文様６ しま！シマ！縞！」 

展について                                                （文化財課）

（４）鈴鹿市スポーツ推進計画（案）について                 （スポーツ課） 

 

７ その他 

（１）９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 ３名 

 

（教育長）皆様，おはようございます。委員会の開催に先立ちまして，皆様に御報告申
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し上げます。本日の定例会ですが所用により吉澤委員が欠席されます。なお，本日は，

委員の過半数が出席いただいておりますので，地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第１４条第３項の規定により会議を開催することといたします。それでは，改

めまして定刻となりましたので，ただ今から令和元年８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１９１９号「令和元年度鈴鹿市教育費第

３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３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１９１９号「令和元年度鈴鹿市教育費第３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，教育総務課，文化振興課，子ども政策課，

子ども育成課の順に各課から説明申し上げます。議案書の２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，５１億６，４２１万２千

円でございます。今回の補正額は，２億７，１９１万７千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，５４億３，６１２万９千円となります。次に，

補正額２億７，１９１万７千円の財源内訳でございますが，国・県支出金が１億８，

３８７万円の増額，その他が２，０８０万４千円の減額，一般財源が１億８８５万１

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。 

 

（参事兼教育総務課長）それでは，私からは，教育総務課所管分について御説明いたし

ます。引き続き，議案書２ページを御覧ください。「２ 教育費補正額内訳」のうち，

項 小学校費，目 学校管理費の「施設管理費／維持修繕費」の１，７６１万６千円の

増額補正でございます。小学校の屋外運動場に設置されている遊具等については，毎

年，安全点検を行っております。このうち老朽化などから，危険と判定された遊具に

つきましては，児童が使わないように，使用禁止としていますが，今回，より適切な

安全管理を行うため，これらの使用禁止とした全ての遊具を撤去することとして，工

事費を補正予算案に計上させていただきました。説明は以上でございます。 

 

（文化振興課長）それでは，文化振興課所管分につきまして説明申し上げます。社会教

育費，社会教育総務費の「成人式費」５１万１千円の増額でございますが，式典を安

全に挙行するにあたり，成人式対象者への周知及び啓発を強化する必要が生じたた
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め，対象者へ個人通知を行う費用として案内通知作成委託費と対象者のデータ抽出

及び帳票印刷ですが３６万６千円と，郵便料１４万５千円を予算計上するものでご

ざいます。以上でございます。 

 

（子ども政策課長）それでは，子ども政策課所管分につきまして御説明申し上げます。

各幼稚園に設置されております遊具につきましては，点検を毎年実施しているとこ

ろではございますが，昨年の点検結果で使用不可となってるものについて，補正を計

上しております。就学前児童の健やかな成長のため，また体力，運動能力の向上のた

め幼稚園への遊具の設置は必要不可欠であることは認識しておりますが，建物の老

朽化対策等に費用を要するため，遊具の修繕は後回しになってきているのが現状で

ございます。このうち，修繕可能なものは修繕を行い，遊具の設置基準の変更や老朽

化が進んでいるものなど修繕が不可能なものにつきましては，安全対策として撤去

を行おうとするものです。費用として６０３万円を計上しております。説明は以上で

す。 

 

（参事兼子ども育成課長）それでは，子ども育成課所管分につきまして御説明申し上げ

ます。今回の子ども育成課の補正内容につきましては，全て本年１０月から開始が予

定されています幼児教育，保育の無償化に伴うものでございます。まず，教育総務費，

教育振興費の「子どものための教育・保育給付事業費」の１，９５６万円ですが，子

ども・子育て支援新制度の対象となる私立幼稚園及び認定子ども園の１号認定に対

して支給する施設型給付金として計上するものでございます。次に「子育てのための

施設等利用給付事業費」の２億２，０８０万円でございますが，これは新制度に移行

していない私立幼稚園を利用する満３歳から５歳の子どもたちの利用費を無償化す

るための経費でございます。次に「子ども・子育て支援交付事業」の５４０万円でご

ざいますが，これは私立幼稚園を利用する年収３６０万円未満の低所得者世帯等を

対象に副食費を免除するための経費でございます。次に，幼稚園費の「幼稚園運営費

／園用需用費」の２００万円は公立幼稚園を利用する年収３６０万円未満の低所得

者世帯を対象に副食費を免除するための経費を計上するものでございます。なお，今

回の補正で計上させていただいた経費につきましては，今年度に限り１００％国の

補助対象となっております。説明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。 

 

（下古谷委員）幼稚園も小学校も使用が中止されている遊具というのは，危険なものは

撤去していこう，また修繕できるものは修繕でということですが，撤去したあとは新

しい遊具というのを入れる予定はあるのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）今回撤去を予定していますのが，４３機あるのですが，そのう

ちの使用が禁止になった遊具の中で，必要なもの，必要でないものを精査させていた

だき，今後更新については計画を考えさせていただきたいと思います。来年度以降の
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予算の範囲の中で整備に努めてまいりたいと思います。 

 

（下古谷委員）子どもたちは遊具を楽しみにしていると思いますので，前向きに導入の

方向にお願いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）新しい遊具というのは，やはり体力向上などに必要だと思います。市の予

算をお願いするというのはもちろんのこと，私の子どもの頃だと廃品回収やＰＴＡ

などから寄付をするなどしていました。最近ですと企業さんに寄付いただいたり，第

三の道というか，違う視点からも模索いただけたらどうかと思いますが，いかがでし

ょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）遊具につきましては，いろいろな御意見をいただく中で，昔は

簡単な遊具ですとタイヤの設置などがありましたが，今はやはり安全管理の基準と

いうのが非常に厳格になってきているところがございまして，そういったところか

ら適切な規格のものを設置したいと考えています。委員から御意見いただきました

遊具に関する広範な財源の確保があれば，今後，課題としまして情報を得ながら考え

ていくよう進めていければと思います。 

 

（福嶋委員）無償化について，今回１００％国の補助対象ということで安心しましたが， 

私立幼稚園では無償化についてスムーズに進んできているのでしょうか。 

 

（参事兼子ども育成課長）委員がおっしゃられたように，今まさに無償化に向けた準備

をさせていただいています。私立幼稚園に関しましては，今まで県の担当ということ

もありまして，こちらが把握しきれていなかったところを，今回認定業務をし，無償

化となる手続きが必要となってきます。それに向けて私立幼稚園さんに集まってい

ただき，説明会を開かせていただいて，既に夏休みまでに各保護者の方から必要な書

類を出していただいております。これからそれを入力したいと考えております。現在，

スムーズに進んでおります。 

 

（福嶋委員）仕事の負荷も高まってきていると思いますが，スムーズにやっていただけ

ればと思います。 

 

（山中委員）成人式費の個人通知の件について，これについては，本年度だけではなく，

これからも続けてされるということでよろしいでしょうか。 

 

（文化振興課長）最近，成人式に新成人の方以外の方がみえて，新成人にお酒を飲ませ

て騒ぐことを助長するようなことがありますので，新成人の方以外は会場に入れな

いという周知を入れたいと考えております。今まではがきを出していなかったので

すが，今年度から出していきたいと考えております。成人式には課題がありますので，

またよろしくお願いいたします。 
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（下古谷委員）先ほどの遊具の件で福嶋委員から，企業からの寄付などという話があり

ましたが，最近ですとクラウドファウンディングなどを使っていくと資金が集まる

のではないかと思いますが，そういったことも考えていただければと思います。 

 

（教育長）幅広く検討していければと思います。ありがとうございます。 

 

（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１９１９号「令和元年度鈴鹿市教育費第３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１９１９号を，原案のとおり承認いたし

ます。 

 

（教育長）次に，議案第１９２０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，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，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）私からは議案第１９２０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

部改正について」，御説明申し上げます。なお，本件につきましては，子ども政策部

子ども育成課と合わせた議案でございますので，一括して説明させていただきます。

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律により，学校等の設備を使用して

演説会を開催する場合には，施設に要する経費の基本額が法律で定められておりま

す。本市では国が定めた基本額に合わせてこの規程を定めて市立学校等の屋内運動

場など学校設備を個人演説会で使用する場合の経費として定めております。今般，国

の法律改正により基本額が改正されたことから，それに合わすため規程の見直しを

行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。 
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（福嶋委員）改定については特にありません。実際に個人演説会として使用されている

のでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）最近ですと７月の参議院選挙がございまして，この時小学校，

中学校の屋内運動場を利用した回数につきましては，中学校が２校，小学校が１校と

なっています。幼稚園についてはございませんでした。さらに４月の市議会議員の選

挙におきましては，中学校が４校，小学校が６校で，幼稚園についてはございません

でした。 

 

（福嶋委員）そうしますと，あまり頻繁には使われていないということですね。 

 

（参事兼教育総務課長）国会議員の選挙におきましては，先ほどお話させていただいた

とおりでございますが，市議会議員の選挙におきましては，その他の公の施設としま

して公民館におきましては１８施設において使用されています。 

 

（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１９２０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１９２０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１９２１号「令和２年度使用小学校教科用図書及び中

学校教科用図書の採択について」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，令和２年度使用小学校教科用図書及

び中学校教科用図書を採択するについて，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。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは議案第１９２１号，令和２年度使用小学校教科用

図書及び中学校教科用図書の採択につきまして，御説明申し上げます。議案書１０ペ

ージを御覧ください。今年度は，令和２年度から使用する小学校用教科書及び令和２

年度使用の「特別の教科 道徳」以外の中学校用教科書の採択をする年になっており

ます。委員の皆様の机上には，三重県教育委員会が作成しました黄色の冊子別冊１の

「令和２年度使用小学校用 教科用図書選定に関する参考資料」及び同じく黄色の
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冊子別冊３の「平成２８年度使用中学校用教科書選定に関する参考資料」，そして，

三重県北勢第３地区教科用図書採択協議会調査員が作成しました別冊２「令和２年

度使用小学校教科用図書選定調査報告」及び別冊４の「平成２８年度使用中学校教科

用図書選定調査報告」の４種類の資料を置かせていただきました。それらとともに，

後ほど，係りの者が置かせていただく該当教科の教科書を参考にしていただきまし

て，令和２年度使用の小学校教科用図書及び令和２年度使用の「特別の教科 道徳」

以外の中学校教科用図書を決定していただきますようお願いいたします。まず，小学

校教科用図書から説明いたします。令和２年度に使用する小学校教科用図書の採択

につきましては，「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」により，

県教育委員会の指導・助言を受けながら，鈴鹿市・亀山市の２市で三重県北勢第３地

区教科用図書採択協議会を組織して進めてまいりました。各教科の調査につきまし

ては，６月４日を始めとして，調査員会を３回から４回開催し，調査をしてまいりま

した。そして，去る７月２６日に第２回三重県北勢第３地区教科用図書採択協議会が

開催され，採択地区内の各教育委員会に推薦する令和２年度使用小学校教科用図書

が決まりましたので，提案させていただきます。調査員会では１３種目について，入

念に教科書の調査を行うとともに，教科書法定展示会や，鈴鹿市１０校，亀山市３校

の小学校計１３校を会場に行われた移動展示会におけるアンケート用紙に記載され

ている意見も参考にして協議を重ねてもらいました。調査員会の協議をまとめたも

のが，「令和２年度使用 小学校教科用図書選定調査報告」になります。報告は，推

薦する図書を含めた２社をＡグループ，それ以外をＢグループとする形式で作成さ

れております。Ｂグループ内での順序はつけておりませんので，記載順は適宜でござ

います。概ね，良い点は白丸，気になった点は黒丸，それ以外は黒点で記載がされて

います。それでは，推薦する教科用図書及びその図書の推薦理由を中心に説明させて

いただきます。「国語」につきましては「光村図書出版」を推薦いたします。その主

な理由としましては，児童が自ら学習に取り組めるような工夫が随所になされてい

ることが挙げられます。例えば，３年下の「モチモチの木」を見ますと，１２１ペー

ジの表紙に「これまでの学習」として，以前に学習したことの振り返りを促し，系統

性を大切にしています。そして，１３４，１３５ページにかけて，「とらえよう」，「ふ

かめよう」，「まとめよう」，「ひろげよう」と学習の進め方が明示され，見通しをもっ

て取り組めるようになっています。また，「話し合いの例」として，どんな対話を取

り入れると良いか参考となるイラストも示されています。これらは各学年において

同様の構成となっており，主体的で対話的な学びの実現につなげることのできる内

容といえます。単元内容の選択という点においては，説明的な文章や文学的な文章も，

適切で多様なテーマの教材が取り扱われています。例えば，４年下，４４ページ「世

界にほこる和紙」のように地域への愛着や誇りをもつことができるような単元や，３

年下，１２ページ「ちいちゃんのかげおくり」のように命の大切さや平和について考

えさせる教材が配列されています。構成の点でも，説明文では，３年生以上は２教材

構成になっており，例えば，５年生では４６ページの「見立てる」という短い教材で

要旨の捉え方を学習したのち，４８ページからの「言葉の意味が分かること」で，構

成や表現に注意して，長い文章の要旨をまとめるという構成になっています。これは，
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思考力や判断力を育成していく上では効果的だと思われます。読書指導の充実とい

う点につきましても，読書の幅を広げる工夫が各学年でされています。例えば２年上

を見ていただきますと，９ページの目次で確認できますように，「どくしょ」として

「図書館たんけん」と「お気に入りの本をしょうかいしよう」，「ミリーのすてきなぼ

うし」の３教材が取り扱われていることに加えて，２６ページにありますように単元

ごとに「この本，読もう」として，関連本の紹介があり，読書への関心，意欲を高め

ています。情報の扱い方につきましては，学習指導要領で「情報の扱い方に関する事

項」が新設されており，大切な視点となりますが，２年生以上は「情報」の系列を設

けるとともに，日常生活に活かせる力となるよう工夫されています。例えば，６年２

６４ページの「デジタル機器を使って，プレゼンテーションをしよう」では，インタ

ーネットの検索方法を確かめたり，デジタル機器を使ってプレゼンテーションした

りするなど，情報活用能力の育成に向けた活動が多く取り上げられています。他教科

との関連につきましても，生活科や道徳，図工等，各教科との関連を意識し，国語の

学びを多方面へ広げ深めることができる構成になっています。例えば，２年上５２ペ

ージの「かんさつめいじんになろう」は生活科と関連づけながら，書く力の育成を図

っています。また，２年下３４ページの「そうだんにのってください」では，道徳と

関連づけ，話す・聞く力を伸ばすことをねらっています。以上のことから「光村図書

出版」を推薦いたします。次に，「書写」につきましては，「東京書籍」を推薦いたし

ます。その主な理由としましては，１点目は，手本がわかりやすいということ，２点

目は，様々な児童に配慮されているということです。書写においては，手本をよく見

ることが重要ですので，その字体や大きさがわかりやすいことが求められます。硬筆，

毛筆ともに，字体や大きさがわかりやすく編集されています。また，１年生や３年生

の硬筆・毛筆の入門期には，鉛筆や筆の持ち方や，穂先の運びなどが写真等で示され，

入門時にていねいな指導を進めることができるよう構成されています。また，２年１

９ページのようにお手本の位置を中央に示すなど，左利きの児童への配慮もされて

います。さらに３年生以上の教科書には書き込めるようにしてあり，毛筆で学んだこ

とを硬筆に活かすこともでき，多様な使い方が出来る教科書です。以上のことから，

「東京書籍」を推薦いたします。次に，「社会」につきましては，「日本文教出版」を

推薦いたします。その主な理由としましては，マックスバリュー，輪中，本田技研，

四日市公害等，鈴鹿市や三重県に関連の深い地域や企業が多く取り扱われており，児

童には，社会事象をより身近なものとして捉えることができることが挙げられます。

また，５年，７８，７９ページでも分かるように，全体的に写真や図解が鮮明でイン

パクトがあり，より印象に残る効果的な資料が多く掲載されています。東京書籍の５

年上７６，７７ページと比べてみると分かりやすいかと思います。さらに，内容の選

択や構成といった面においても，例えば，「つながりの深い国々のくらし」という単

元では，アメリカ，中国，ブラジル，韓国が取り上げられ，この地域と関係の深い国

について，しっかりと学習ができる内容になっています。加えて，日本文教出版は各

学年とも１冊の教科書でまとめられており，これまでの学習を振り返ったり関連さ

せて学習したりしやすくなっております。以上のことから，「日本文教出版」を推薦

いたします。次に，「地図」につきましては「帝国書院」を推薦いたします。その主



9 

な理由としましては，資料の見やすさ，使い勝手の良さが挙げられます。まず，見や

すさという観点ですが，一例として帝国書院３３，３４ページと東京書籍２３，２４

ページの九州地方の地図を見比べてください。東京書籍は細かな地名や特産物まで

掲載されていますが，それがかえって地図を見にくくしています。一方，帝国書院は，

色合いがやさしく地名や特産物の絵も見やすい上，情報量も適当です。また，「地図

マスターへの道」が随所に掲載され，具体的な問いかけにより，興味をもって主体的

に学習に取り組めるよう工夫されています。次に，使い勝手の良さという観点ですが，

帝国書院では１５ページから１８ページの「地図帳の使い方」が詳しく示されており，

レイアウトもまとまりがあり見やすいので，初めて地図帳にふれる３年生にもやさ

しく活用できるよう配慮がなされています。また，帝国書院は８７ページからの巻末

資料が丁寧に仕分けされ，情報を把握しやすいよう工夫されています。特に１０３，

１０４ページの「日本の統計」では，単に統計表だけでなく，下段に主な農産物の生

産量や割合，工業の生産額のグラフが掲載されており，資料として活用する際には効

果的です。以上のことから，「帝国書院」を推薦いたします。次に，「算数」につきま

しては，「東京書籍」を推薦いたします。その主な理由としましては，めあてやまと

めがきちんとおさえられ，分かりやすく表示してあったり，子どもの思考の過程を大

切にしながら計算の意味をしっかり考えさせたりするものになっており，学びを深

める展開がしやすい内容になっていることが挙げられます。また，ページの構成もよ

く考えられており，フォントもＵＤフォントが採用され見やすく，６年１１１ページ

のように，求積する形を，部分ごとに色を変えて表示してあるなど，図や写真もわか

りやすく示されています。さらに，４年上，４６ページのように，計算の練習問題で

は，特に大切な問題に色をつけ，しっかり意識をして解いていけるようにしてありま

す。単元の終わりには，６年１１６ページからのように，「いかしてみよう」，「たし

かめよう」，「つないでいこう算数の目」が設けられており，学習の仕上げができると

ともに，学んだことを活用できる単元構成になっています。加えて，１年生の教科書

は，①・②に分けられており，①はＡ４判で大判化され，また，フラットに開けるよ

うにしてあるので，教科書の上にブロックを置く時にずれにくい等，数学的活動が確

実に行えるようになっています。また，ノートと合わせたオールインワン型にしてあ

るので，教科書だけを広げて学習することができます。入学したばかりの入門期に，

無理なくスムーズに学習ができるという点でも，工夫された教科書になっています。

以上のことから，「東京書籍」を推薦いたします。次に，「理科」につきましては，「新

興出版社 啓林館」を推薦いたします。その主な理由としましては，問題解決の流れ

をラインで結ぶとともに，ロゴや色，大きさで区別し，問題とまとめを対応させるこ

とが容易で，振り返ることもできる工夫がされているとともに，巻末の特集が整って

いることが挙げられます。また，発達段階に合わせた実験の工夫もなされています。

６年生の「だ液によるでんぷんの変化」を例として述べます。啓林館では，綿棒にだ

液をしみこませたものをでんぷん液に入れ，ヨウ素でんぷん反応を見ます。一方，東

京書籍では，二本の試験管にでんぷんの溶液を入れ，その一本にストローでだ液を入

れ，２本の試験管にヨウ素液を入れて変化を見ます。結果は，だ液の酵素が，でんぷ

んを他のものに変えるので同じです。しかし，６年生の発達時期には，自分のだ液を
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ストローでとって試験管に入れることに抵抗がある児童が多く見られます。このこ

とから，啓林館の方法には，発達時期に応じた配慮が感じられます。さらに，器具の

扱い方について，例えば３年生で使う「虫めがねの使い方」を見てみると，虫めがね

を自分の目に近づけたままで，自分が前後に動くことでピントを合わせるようにし

ています。この使い方は，中学校で使うことになるルーペの使い方に準拠しており，

先々の学習へのつながりがよく考えられています。以上のことから，「新興出版社 

啓林館」を推薦いたします。次に，「生活」につきましては，「新興出版社 啓林館」

を推薦いたします。その主な理由としましては，身近な人々，社会及び自然に関わる

体験や活動を大切にした内容で構成されていることが挙げられます。「わくわく」，

「いきいき」，「ぐんぐん」の３段階構成により，活動の流れが分かりやすく，児童の

主体的な活動につながっています。学びや活動の発展，深まりが期待できる内容にな

っています。また，他社に比べて，児童が興味・関心を持ち，見通しをもって具体的

な体験や学習活動を展開することができるようになっています。言語活動によって

友達や家族，地域の人などと対話したり，発達段階に応じたＩＣＴを活用したりする

活動も適度に取り入れられています。安全や防災に関わる内容も，子ども自身が気付

き，自分で身を守ることができるよう配慮されています。以上のことから，「新興出

版社 啓林館」を推薦いたします。次に，「音楽」につきましては，「教育芸術社」を

推薦いたします。その主な理由としましては，精選された題材と多様な教材が用いら

れており，「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて配慮されているとともに，

幅広く学習活動を行うことができるように工夫され，音楽科の特質に応じた言語活

動や協働的な活動ののち，学びを深めるための活動が明確に取り入れられているこ

とが挙げられます。例えば，４年生においては，地域に伝わる音楽が取り上げられて

おりますが，２６，２７ページでは，「こきりこ」で民謡を楽しみ，３０，３１ペー

ジでは，「日本各地につたわる民謡や郷土芸能」と題して，鑑賞資料として，民謡や

郷土芸能が紹介されています。そして，これらの学習の間に，「ちいきにつたわる音

楽を調べよう」と題して，地域に伝わる音楽を調べる学習を行い，学習を深められる

ように工夫されています。また，学年の目標を，５年，４，５ページのように，歌唱，

器楽，音楽づくり，鑑賞の領域別に，絵と言葉で「学びの地図」として表し，児童が

１年間の学習の見通しをもつことができるように工夫されています。目次では，学習

のめあてと教材が通し番号で配列されており，各ページでは，日々の授業で何をねら

って学習するのかを学習目標や活動内容を示して，児童が見通しをもって学習に取

り組めるように配慮されています。さらに，我が国の音楽に親しむための教材につき

まして，「こころのうた」と銘打ち，我が国の文化や自然環境の保護などの視点から

説明文や情景写真などが用意されているとともに，「歌いつごう 日本の歌」として

童謡や唱歌が精選されて取り上げられております。加えて，ユニバーサルデザインの

視点から，全ての子どもたちにとって，使いやすく学びやすい教材となるよう，優し

い色調のイラストや，白を基調とするすっきりとしたデザインを採用し，文字や楽譜

が見やすいように配慮されています。以上のことから，「教育芸術社」を推薦いたし

ます。次に，「図画工作」につきましては，「日本文教出版」を推薦いたします。その

主な理由としましては，図画工作での学びが小学校で完結するのではなく，幼児期か
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ら小学校，そして中学校へと連続していることが分かるようになっていることが挙

げられます。１・２年，上の最初の，表紙裏，見開きのページには，幼児期の活動を

振り返ることができる写真が，そして５・６年，下の最終ページとなる裏表紙の裏，

見開きのページには，中学生になる子どもたちへのメッセージが掲載されています。

学習指導要領では，学校段階間の接続が一層重視されており，指導者が幼児期や中学

校との接続を意識して授業展開ができるような構成になっています。また，１・２年，

下１２，１３ページを御覧いただくと，形を工夫しながら粘土を楽しむ題材が掲載さ

れており，「にぎってひっぱる」や「つかむようににぎる」といった具体的な手法や

手順が写真とともに掲載されているため，いろいろな握り方を試してみたいという

表現意欲が喚起されるような紙面になっています。さらに，３・４年下，５４，５５

ページの版画の題材を御覧ください。４年生では彫刻刃を使って木版画を行います。

初めて彫刻刃を使って線を彫る場合，使用するインクは黒色の単色の方が線や形が

はっきりと表れ，どのように彫れば自分が彫りたい線や形に近づくかがイメージし

やくなります。また，５８，５９ページには，彫刻刃の使い方や木版画の刷り方につ

いて詳しく解説されており，５９ページ下の「ほり方を考えよう」の説明では，版木

と刷った作品とでは左右逆になることや，同じ絵柄でも彫る場所が違うと印刷後の

感じが変わることを一目で確かめることができます。写真を使って例示されている

ため，指導する教員にとっても分かりやすい構成になっています。もう一点，他教科

との関連について説明します。５・６年，下１０，１１ページを見ていただくと，墨

を使って表現する題材が掲載されています。地域の伝統産業「鈴鹿墨」と関連付けて，

郷土学習の一環として扱うことができます。この教科書では，墨と水から作られる濃

淡の世界を味わいながら表現できるようになっており，５６ページには，濃淡や「に

じみ」「ぼかし」「かすれ」といった表現の仕方について解説されていますので，墨の

特長を生かした作品作りの参考とすることができます。その他，各学年とも「ひらめ

きポケット」という特設ページが設けられており，対話によって学びが広がっていく

ように工夫されています。以上のことから，「日本文教出版」を推薦いたします。次

に，「家庭科」につきましては，「開隆堂出版」を推薦いたします。その主な理由とし

ましては，児童の思いや気づきを大切にし，何気なく過ごしていた日常を振り返る必

然性を生み出し，意味や意義や課題を見つけ，主体的に生活をより良くしようとする

態度につながるよう配慮されていることが挙げられます。各単元の初めに，日常生活

の中の様々なことについて「なぜそうするのか」，「どのようにしているか」という問

いかけをしています。１０ページ「なぜ調理をするのだろう」，２０ページ「なぜぬ

うのだろう」，８０ページ「どのように時間を使っているだろう」といった具合に表

記されています。また，「調べよう」，「考えよう」，「話し合おう」，「まとめよう」な

どの課題が，それぞれ各単元の適切な場所に提示され，「主体的・対話的で深い学び」

につながるようになっていますが，目につきやすいよう，課題を青い四角で囲み，簡

潔に表現することで，わかりやすく，活動に移しやすいものにしています。さらに，

実習・製作教材について，５２，５３，１００，１０１ページなどのように，番号を

付した大まかな作業の手順が，背景を薄いピンクや緑で統一した帯状の紙面に横流

れに展開してあり，児童が主体的に学べるように，見やすく学習の見通しがもてるよ
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うになっています。２２，２３ページにあります「玉結び」や「玉どめ」は，針や糸

を初めて扱う５年生の児童にとって，想像以上に難しいところですが，見えない部分

の図示や針や糸を引く方向を示す太い矢印，糸の結び目を示す図案など，多くの工夫

があり，分かりやすくなっています。基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得とい

った面でも効果的です。さらに，２年間で学習する内容について，単元，題材を細か

く構成，配列し，児童がスモールステップで学習を積み上げられるようにしてありま

す。各単元の初めには「学習のめあて」が明示され，実習や製作後には「できたかな」，

単元の終わりには「ふり返ろう」「生活に生かそう」といったコーナーが設けられて

おり，知識・技能の確実な習得と実生活への活用につながるようになっています。加

えて，児童の生活経験や発達段階に考慮した実習例や製作例が数多く掲載され，関

心・意欲・技能に合わせて取り組めるようになっているといったところも，実践的な

態度を育むことにつながっています。以上のことから，「開隆堂」を推薦いたします。

次に，「保健」につきましては，「東京書籍」を推薦いたします。その主な理由としま

しては，学習の流れに一貫性があり，見通しを立てて学習しやすくなっていることが

挙げられます。５・６年，５ページを御覧ください。導入のステップ１「気づく・見

つける」，６・７ページにステップ２「調べる・解決する」，ステップ３「深める・伝

える」，８ページにステップ４「まとめる・生かす」という基本４ページ構成になっ

ています。導入で児童に課題を考えさせ，本文に進むことができます。また，４ペー

ジ構成のため，書き込み欄も充実しており，それぞれの活動ごとに自分の考えをまと

めることができます。また，資料や読み物として今日的な健康課題を豊富にわかりや

すく取り扱っています。特に５・６年の３２ページ「自転車安全利用五則」や３６ペ

ージ「インターネットによる犯罪被害」は今の児童に必要な情報です。さらに，４１

ページからの「けがの手当」では，他社の教科書と違い，自分でできる手当の基本を

押さえてから，具体的なけがの手当を学習し，さらにけがの手当の実習が組まれてい

ます。それにより，学習後，日常生活で役立つ力を身につけることができます。４５

ページで歯の怪我を扱っているのもこの教科書の特徴です。加えて，４ページには他

教科との関連について，「つなげよう」と一覧が示され，関連学習が分かりやすく示

されています。以上のことから，「東京書籍」を推薦いたします。次に，「英語」につ

きましては，「光村図書出版」を推薦いたします。その主な理由としましては，言語

材料，言語活動，題材内容など全ての面で，平易なものから難しいものへと段階的に，

ゴールに向けてのステップが細かく組まれており，児童が学習の積み重ねを実感で

きるようになっていることが挙げられます。５年生７３ページ，Unit６の上段を御覧

ください。各 Unitの冒頭では，その Unitにおける目標が Goalとして明示されると

ともに，児童が学習の見通しをもてるよう「Hop，Step１，Step２，Jump」の順で具

体的な学習活動が示されております。次に７４ページを御覧ください。Step１，Step

２のページは見開きで構成され，まず，「Let’s watch」を通してストーリーの中の

ターゲットとなる表現を児童に気付かせることから始まります。中段の「Let’s 

listen」では聞く活動，そして，下段の「Let’s chant」ではリズムに乗って語彙

や基本的な表現を繰り返して練習します。次に７５ページでは，上段の「Let’s play」

で簡単な練習，中段の「Let’s try」で言語活動を行い，下段の「Let’s write」
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で書く活動と，児童が語彙や基本的な表現に慣れ親しむことができるよう，スモール

ステップを踏んだ活動が設定されています。また，各単元のふりかえりや授業にリズ

ム感をもたらす小さな言語活動の豊富さ，児童が書く活動を行う際に，同じページに

参考となる単語の一覧が書かれているなどの支援が豊富であることも理由のひとつ

です。さらに，５・６年共に８，９ページには CAN－DOリストがございますが，光村

図書の特徴としまして，「聞く・読む・話す，やり取り・話す，発表・書く」の４技

能５領域に関しまして，「できるようになること」の具体事項とともに，それらに該

当する Unitが関連付けて明記されております。例えば，５年生巻末の１３２，１３

３ページには当該学年で学習した表現がまとめられており，これらを活用して，児童

自身が自らの学びを振り返り，次の学習に向かうことができると考えられます。以上

のことから，「光村図書出版」を推薦いたします。最後に，「道徳」につきましては，

「光村図書出版」を推薦いたします。その主な理由としましては，「いじめ問題」や

「情報モラル」への向き合い方や，児童が自分を見つめ，心の揺れをもちながら考え

議論する学習等において，内容が特に適していることが挙げられます。まず，いじめ

問題について見てみますと，「いじめを許さない心」というテーマで学ぶようになっ

ています。２つの教材とコラムがユニットとして構成されています。例えば，６年生

教材「泣き虫」，「この胸の痛みを」では，具体的な生活場面を取り上げ，とまどいな

がらもいじめの不合理に声を上げる姿と，友だちから避けられていた自分が，一転し

て友だちを避ける立場になり胸を痛める姿が描かれています。その後の学習の手引

きで教材内容から傍観者的な自分を見つめたり，具体的な行動を実際に演じてみる

ことで体験的にスキルを高めたりするようになっています。また，コラム「いじめに

どう向き合うか」で，いじめの事象における各立場について扱われており，２つの教

材と深く関連し，いじめに立ち向かう価値観がより確かなものとなるようになって

います。次に情報モラルについて見てみますと，「情報と向き合う」というユニット

構成で，１教材と関連する内容のコラムを配置しており，具体的な事例と解説的な内

容を扱っています。低学年では，決まりや個人の作品の著作権，中学年からは，イン

ターネットへの依存，情報の行き違い，インターネット上の権利やマナーについて系

統的に扱われています。例えば，６年生では，教材「気に入らなかった写真」で写真

を投稿したことのトラブルを考え，続いてコラム「インターネット上の権利」で他人

の権利を尊重することについて学ぶように配置されています。さらに，今日的な課題

について見てみますと，鈴鹿市の小中学校には，外国人児童生徒が多数在籍し，多国

籍の子どもたちが共に学んでいる状況がある中，低学年の教材「世界の子どもたち」

で暮らしの様子を紹介したり，教材「日本のお米，世界のお米」で食文化のつながり

を扱ったりしながら，３年生以上でユニット「世界とつながる」で国際理解や交流に

ついて取り上げています。また，今日の人権問題として，ハンセン病や認知症の患者，

障がいのある人の人権に関することについて，当事者の状況や願いを理解し，人権が

尊重される社会づくりを考えていくことも大切だと考えます。５年生教材「祖母のり

んご」で認知症の人がいる家族の在り方を考えたり，教材「だれもが幸せになれる社

会を」でハンセン病患者の姿を通して偏見を解消する道を考えたり，６年生教材「ぼ

くの名前呼んで」で聴覚障がいの人がいる家族の姿が扱われていたりと，人権学習の
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内容を考慮した教材が配置されています。以上のことから「光村図書出版」を推薦い

たします。続いて，令和２年度使用「特別の教科 道徳」以外の中学校教科用図書に

ついてです。ここからは,簡単に説明をさせていただきます。小中学校で使用する教

科書は，原則として４年ごとに採択をすることになっております。現在使用している

中学校用教科書は，前回，平成２７年度に採択が行われましたので，今年度は，教科

書の内容は変わっておりませんが，中学校用教科書の採択替えができる年になりま

す。しかし，中学校では，２０２１年度から新しい学習指導要領の全面実施に合わせ

て，全ての教科書が新しくなることから，来年度には中学校全教科の教科書を新たに

採択することになります。令和２年度に中学校で使用する教科書は，前回の平成２７

年度に調査研究をした内容と変わっておらず，また，この間に新たに検定に合格した

教科書もないことから，文部科学省及び三重県教育委員会の通知により，採択する際

には各教科の調査員会を設けずに，平成２７年度に調査研究をした内容をもとに，採

択ができることになっております。鈴鹿市，亀山市とも現在中学校で使用している教

科書で不都合はなく，令和２年度に使用する教科書は，「特別の教科 道徳」以外の

全ての教科で，前回，平成２７年度に採択された教科書を継続して使用することにつ

いて，先月開催された採択協議会で確認をされたところでございます。机上に配付さ

せていただきました「平成２８年度使用 中学校教科用図書 選定調査報告」から，

教育委員会に推薦する教科書を読み上げさせていただきます。国語：三省堂「現代の

国語」，書写：東京書籍「新しい書写」，社会 地理的分野：東京書籍「新しい社会 地

理」，歴史的分野：東京書籍「新しい社会 歴史」，公民的分野：日本文教出版「中学

社会 公民的分野」，地図：帝国書院「中学校社会科地図」，数学：教育出版「中学数

学」，理科：学校図書「中学校科学」，音楽一般：教育芸術社「中学生の音楽」，音楽

器楽合奏：教育芸術社「中学生の器楽」，美術：光村図書出版「美術」，保健体育：学

研教育みらい「中学保健体育」，技術家庭 技術分野：東京書籍「新しい技術・家庭

（技術分野）」，家庭分野：東京書籍「新しい技術・家庭（家庭分野）」，英語：教育出

版「ONE WORLD English Course」です。以上，令和２年度に使用する中学校教科

用図書を推薦いたします。なお，中学校「特別の教科 道徳」は，昨年度採択された

教科書を今年度と来年度の２年間使用することが決まっております。小学校各教科

の教科用図書，そして，中学校用「特別の教科 道徳」以外の教科用図書の採択につ

きまして，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。 

 

（福嶋委員）アクティブ・ラーニングということで，時代も変わってきていまして，だ

いぶ教科書も変わってきているということを実感しました。逆に言うと先生方や子

どもたちにとって，新しい教科書というのは最初は違和感があります。今回採択され

た教科書というのは，今使っている教科書に比べて出版社に変更があったのは，どこ

になるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）これまでに使用していた教科書と，今回新しく採択いただく教科書の
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出版社については同じ出版社になっております。 

 

（福嶋委員）私自身そうだったのですが，親しんだ教科書というのは，安心感があって

使いやすいというのがあって，変わらない方が良いと思うこともあります。ずっと使

ってきた教科書は，それ相当の努力をされてきて，それが確認されれば無理に変える

必要はないと感じますが，会社によって努力されたところは認めて，新しい教科書を

採択していくという可能性もあると思います。この二つの相反する方向で，子どもに

とってより良い，あるいは学校の先生にとって使いやすいという面で，お願いしたい

と思います。今の説明からもそういったことが感じられましたので，よかったと思い

ます。いろいろ工夫していただいていますが，先生方が本当に消化していけるのかと

いう心配が少しあって，それを様々なことでカバーしていっていただければと思い

ます。 

 

（教育指導課長）特に英語につきましては，新しく入るわけですので，教育委員会とし

ましても，採択が決まりましたあと，その教科書を活用しやすいように支援をし，準

備を進めてまいりたいと考えています。 

 

（下古谷委員）教科書のサイズのことについて，横に大きめのものや，国語であればＢ

５サイズのものであったりしますが，各教科で大きさは様々で，以前はＡ４サイズく

らいのものが多く，最近は小型化してきている気がしますが，何か理由があるのでし

ょうか。 

 

（教育指導課長）各出版社によって工夫してもらっているところでございます。各教科

書の見やすさ，使いやすさということを重点的に調査員会で検討していただいてお

りますので，大きさを統一していこうということはございませんでしたが，各出版社

によって工夫されており，大きさが若干違うところがあると認識しています。 

 

（下古谷委員）個人的には低学年では大きいのは大変なので，小さくてもと思いますが，

高学年に成長してくると少々大きくなっても良いのかと思います。一点目は，そうい

った配慮も少しあっても良いかと思います。二点目は，最近の教科書の中は書き込む

ようなスタイルになっているものに変わってきています。私が子どもの頃は，書き込

むのはノートだったのですが，重要なところは書き込むということで，ノートはノー

トで作って，めあて，ふりかえりなど先生方がやっていただいている中で，本当にス

ピーディに見てきたので，ざっとしかわかりませんでしたが，個人的にはわかりやす

いという印象がありました。今の子どもたちに対してのいろいろな配慮がなされた

教科書で，選定委員の方々が選ぶのも時間をかけていただいて，良いものを選んでい

ただいたのではないかと思います。 

 

（福嶋委員）教科書自体が重くなってきて，子どもたちにも負担がかかっているのでは

ないかということを以前にもお伝えさせていただきましたが，今回そういう面では
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少し解消されてきたということはあるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）若干国語科においてはページ数が増えているところがあります。その

ほか社会科でも若干増えている部分がありますが，内容の充実ということと関連し

て，特に高学年の子どもたちへの教科書がそのようになっています。内容が盛りだく

さんになっていることや，教科書の重さのことについても調査員会の方でいろいろ

議論をしていただきましたが，内容を充実させていることも含めて総合的に推薦図

書ということで，お示しをさせていただきました。若干増えていることは確かです。 

 

（下古谷委員）最近はアクティブ・ラーニングということで，グループなどの何人かで

という授業が当たり前なのかもしれませんが，基本的にはアクティブ・ラーニングを

想定した構成になっているのでしょうか。 

 

（教育指導課長）教科書の中でも話し合い活動がしやすいような表記が随所に見られま

すので，やはりアクティブ・ラーニングを意識した教科内容になっています。 

 

（山中委員）感想ですが，例えば光村図書出版の国語ですと，時代の要請によって変化

してくる中にも，やはり「ちいちゃんのかげおくり」や「モチモチの木」など本当に

古くから扱われており，子どもたちに是非とも学んでほしいと思うものは大切に扱

われ使われ，残されているというところで，光村図書出版が選ばれた一つの意味もあ

るのかと感じております。本当に選定委員の方が一生懸命選んでいただいて，前回と

ほとんど変わっていないというのは，良い部分もあるし，しっかりとここに理由も書

かれ，そしてその中から踏襲をされてきたのだという意味では，ありがたく思ってお

ります。 

 

（福嶋委員）アクティブ・ラーニングの授業を見させていただいた時に，先生が話して

いるだけではなく，討論をするので結構時間がかかると思いました。そういう面では

先ほど内容が増えたとおっしゃっていましたが，その辺りの兼ね合いや，実際に消化

していけるのかという面ではいかがでしょうか。 

 

（教育指導課長）アクティブ・ラーニングにつきましては，毎時間実践するということ

ではなく，単元の構成の中で必要に応じて活用するということですので，年間指導計

画の中で，ここからここまでは学習させようという年間計画のもとに授業構成をし

ております。 

 

（下古谷委員）中学校の理科の実験などですと，教科書を開いてスマートフォンで読み

取ると動画が見られるなどがあると思いますが，今回採択されるものもそのような

ものがあるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）中学校のみならず，小学校の教科書にもＱＲコードが付いていまして，
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学びの幅が広がる，深まるような対応をしていただいている出版社も大変増えてき

ています。各学校の先生方も活用していただきやすいようになっていくのではない

かと考えています。 

 

（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１９２１号「令和２年度使用小学校教科用図書及び中学校教科用図書

の採択について」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１９２１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１９２２号「鈴鹿市立幼稚園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幼稚園条例の

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。 

 

（参事兼子ども育成課長）それでは私からは議案第１９２２号「鈴鹿市立幼稚園条例の

一部改正について」説明させていただきます。資料の１２ページを御覧ください。今

回の改正につきましては，子ども子育て支援法及び子ども子育て支援法施行令の一

部改正により１０月から幼児教育・保育の無償化が実施されることに伴い，鈴鹿市立

幼稚園の利用に係る保育料を無料とする必要があることから，同条例を改めようと

するものです。改正内容につきましては，資料１３ページの新旧対照表にもございま

すように，これまで年額１５万３６００円を超えない範囲で保育料を徴収するとし

ていたところ，保育料を０円に改正いたします。また，保育料が無料になることに伴

いまして，保育料の減免に関する規定を削除するものでございます。今後の予定とし

ましては，９月定例議会に提出をさせていただき，当該条例を令和元年１０月１日か

ら施行いたします。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）御意見もないようですので，お諮りします。議案第１９２２号「鈴鹿市立幼



18 

稚園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１９２２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。「平成３１年度（令和元年度）全国学力・

学習状況調査における教科に関する調査結果について」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１番目，「平成３１年度（令和元年度）

全国学力・学習状況調査における教科に関する調査結果」について，御報告申し上げ

ます。１ページを御覧ください。４月１８日に，小学校６年生と中学校３年生の全児

童生徒を対象に実施されました全国学力・学習状況調査結果が，７月３１日に国から

公表されましたので，教科に関する調査結果の概要について説明いたします。２の教

科に関する調査結果は，鈴鹿市・三重県・全国の平均正答率と本市と全国との差をま

とめた表となっております。小学校国語が全国平均正答率を上回りましたが，その他

の小学校算数及び中学校国語・数学・英語においては，全国平均を下回りました。全

ての教科で，全国の平均正答率を上回ることを目標にしてきましたが，目標を達成で

きなかったことについては，重く受け止めております。本年度から調査内容が，知識

に関する問題のＡ問題と活用に関する問題のＢ問題が一体的に問われる形となりま

したので，これまでの調査との比較ができないものの，本市の学力調査の結果は，ゆ

るやかではありますが，年々改善傾向にあるように感じております。小学校国語が，

調査以来初めて全国平均値を上回ったことをはじめ，本年度の調査は，これまでの活

用に関する問題（Ｂ問題）」が多く出題されており，昨年度までのＢ問題と比較する

と，小学校・中学校の全教科で，昨年度より全国平均との差が縮まっております。ゆ

るやかな改善が続いている要因の１つとして，各学校での授業改善等の取組が進ん

できた結果であると捉えております。各学校では，夏季休業中に分析を行い，自校の

弱みや強みを把握した上で，２学期から直ちに課題克服に向けた取組を進めていく

ことになります。教育委員会事務局としましては，今後，教科に関する調査，児童生

徒質問紙調査，学校質問紙調査の結果について，総合的に分析を行ってまいります。

また，８月２３日に開催される校長会では，下半期の具体的な取組について説明する

とともに，引き続き，授業改善のための指導主事派遣及び指導助言など，学校の取組

を支援してまいります。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）ゆるやかではありますが，改善されているということは，とても良いこと

だと思います。急に効果が出るということではないので，落ち込むことなく良かった
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と思います。よく議論されていることではありますが，鈴鹿市が平均よりも全体的に

低い要因はどこにあるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）要因については，様々考えられますが，やはり一番苦手とするのがグ

ラフや資料をもとに活用して問いていくことや，自らの思い，考えを回答するところ

が弱い部分ではあります。そういったことに対応して，言語活用やアクティブ・ラー

ニング等を含めた，ひとり一人の思いや考えがしっかりと述べられるような活動が

できるよう，授業改善を進めていくことで，改善していけるのではないかと考えてい

ます。また，基礎基本の学びの定着というのも欠かせない一つの要因だと考えていま

す。 

 

（教育長）鈴鹿市特有の課題としては，外国につながる児童生徒も多く在籍しておりま

して，その子たちも同じように一律に調査を受けているということもあり，日本語の

指導というところも，もう少し力を入れていかなければならないと考えています。 

 

（福嶋委員）例えば外国人の方たちのお子さんたちを省いてみた時には，ゆるやかより

ももう少し上がっているかもしれないということもあるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）そのようなデータを取っていませんので，そうですと言い切れないと

ころです。 

 

（下古谷委員）三重県の平均としては上がってきているのでしょうか。 

 

（教育指導課長）三重県全体としましても，全国平均値を上回る教科も増えてきている

ということですので，三重県も底上げがされている状況でございます。 

 

（下古谷委員）そうしますと，鈴鹿市はマイナスの面にはたらいているということにな

るのでしょうか。 

 

（教育指導課長）そのようなことはないと思っています。鈴鹿市も同じように上がって

きています。 

 

（教育長）今回，随分三重県の学力が向上して，良い傾向だと思います。鈴鹿市ももう

ひと頑張りしていきたいと思います。 

 

（山中委員）明るい方向だと捉えたいと思っています。小学校の国語では全国平均を上

回っており，思考力であるとか論理性などの基本は国語だと思っていますので。ここ

で伸ばしてきているということは，先々明るいものが見えているのかと思います。ま

た，先ほど教育長がおっしゃったように外国籍の子どもたちがたくさんいるという

ことは実感として大きく感じられるところでもあり，そういった実態の中で小学校
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の国語が全国平均点を上回っているということは明るい材料だと感じています。 

 

（教育長）非常に心強い御意見をありがとうございます。一番大切で基本的な教科であ

りますので，今後に続けていかなければならないと思っております。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，報告事項の２番目，「考古博物館「お

月見ミュージアムコンサート」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２番目，考古博物館「お月見ミュージア

ムコンサート」につきまして，御説明申し上げます。それでは，２ページを御覧くだ

さい。「お月見ミュージアムコンサート」は，令和元年９月１４日（土）午後６時か

ら考古博物館玄関前広場をメイン会場に開催いたします。手作りの灯火により博物

館周辺をライトアップし，十六夜の月をバックに生演奏を楽しんでいただこうとい

う企画です。考古博物館玄関前広場には，特設ステージを設置いたします。演奏一組

目は，鈴鹿市立神戸小学校金管バンドクラブの皆さんの演奏です。子ども達が奏でる

元気いっぱいの演奏を皆さんに楽しんでいただきます。二組目の演奏者は，大友玲子

＆山下真理デュオの出演を予定しています。ボーカルの大友玲子さん，ビブラフォン

の山下真理さんをお招きし，いろいろなジャンルの楽曲を楽しんでいただく予定で

す。なお，コンサートの総合司会には，三重県立神戸高等学校放送部の協力をいただ

き進行をお願いします。また，当日の関連行事といたしまして，鈴鹿市考古博物館サ

ポート会と国分町ボランティア隊の協力をいただき，会場周辺での灯火によるライ

トアップに加え，午後６時から午後８時までは天体望遠鏡で秋の星空を観察する天

体観望会を開催いたします。午後５時から午後８時までは博物館進入路付近におい

て，夕方市と称しまして，地元の特産品や綿菓子などを販売していただきます。さら

に館内では，博物館企画展「今の道具 昔の道具 ずーーっと昔の道具」を午後５時

から午後７時３０分まで無料開放いたします。以上で「お月見ミュージアムコンサー

ト」の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)今回は地元の放送部の方が司会をされたり，地元の小学校の方が出られると

いうことで，専門家の音楽家の方たちと一緒に取り組むことで，きっと御覧になる方

も増えるのではないかと思います。 

 

（教育長）たくさんの方に御来場いただけたらと思います。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，報告事項の３番目，「伊勢型紙資料館 

新蔵企画展「伊勢型紙と文様６ しま！シマ！縞！」展について」をお願いいたしま

す。 
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（文化財課長）それでは，私からは，報告事項３番目「伊勢型紙と文様６ しま！シマ！

縞！」展につきまして，御説明申し上げます。資料の３ページを御覧ください。８月

２２日（木）から令和２年１月１３日（月）まで，伊勢型紙資料館において，縞の文

様を集めた企画展を行います。現代では，衣服に限らずいたるところで見ることがで

きる「しま模様」ですが，実は，江戸時代に庶民の間で人気が高まり，粋な江戸っ子

たちに好んで用いられた文様でもありました。縞彫は，伊勢型紙の４技法のうちの一

つであり，様々な文様が考案されてきました。鰹縞によろけ縞，親子縞や子持縞，矢

鱈縞など，ひとくちに縞といっても驚くほど豊富な縞彫のバリエーションが存在し

ます。そのデザインの多様さと精緻さから，江戸の粋と職人の技術の極みを御覧いた

だきたいと思います。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）私はこの企画はすごく良いと思って，一番最初に飛びつきました。伊勢型

紙が鈴鹿にあるということを鈴鹿市民の方もなかなかわからないのですが，本当に

緻密で綺麗なデザインで洗練されているので，是非皆さんに見ていただきたいと思

いますし，できれば市外，県外の方にも宣伝をしたいと思いました。 

 

（教育長）鈴鹿パーキングエリアのピットスズカにも伊勢型紙が宣伝されていて，それ

で興味を持った方がたくさん来ていただけると良いと思います。 

 

（福嶋委員）本当に見ると感嘆の声があがるような良いデザインです。 

 

（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，「鈴鹿市 スポー

ツ推進計画（案）について」をお願いいたします。 

 

（スポーツ課長）それでは，私からは報告事項の４番目，「鈴鹿市スポーツ推進計画（案）」

について，説明申し上げます。本市のスポーツに関しましては，平成２８年度から，

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２３条第１項の規定により，地方公共

団体の長，市長が，その事務を管理及び執行しておりますが，スポーツ基本法第１０

条第２項の規定により，「スポーツ推進の計画を定める場合は，教育委員会の意見を

聴かなければならない。」とされておりますことから，この定例会の場で，計画案に

ついて，説明申し上げるものでございます。なお，本計画案は，スポーツに関し学識

経験を有する委員や，市民公募委員のほか，自治会連合会，身体障害者福祉協会，体

育協会，スポーツ推進委員協議会，校長会から選出いただきました委員からなるスポ

ーツ推進審議会において策定しております。現在は，庁内行政経営会議，市議会全員

協議会を経て，７月２２日から１か月間，パブリックコメントを実施しているところ

でございます。それでは，概要資料を御覧ください。「１ 計画策定の趣旨」でござ

いますが，前計画の「第２次鈴鹿市スポーツ振興計画」が策定されてから，１０年経

過する中，国においては，２０１１年に「スポーツ振興法」を「スポーツ基本法」に
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全部改正するとともに，２０１２年には「スポーツ基本計画」が策定され，さらに２

０１５年１０月には，「スポーツ庁」が設置されるなど，スポーツ行政は，大きく変

化しております。一方，本市においては，少子高齢化，人口減少などの厳しい社会情

勢を踏まえ，２０１６年４月に「鈴鹿市総合計画２０２３」がスタートいたしました。

このような背景の中，全市的にスポーツ推進の機運が高まる契機として，２０２０年

に東京オリンピック・パラリンピック競技大会，２０２１年には三重とこわか国体・

三重とこわか大会が開催されることも併せ，スポーツ施策の一層の推進を図るため，

本市のスポーツを取り巻く状況を踏まえたスポーツ推進の基本的な方向性を示す本

計画を策定いたしました。次に「計画の位置付け」については，２ページの図のよう

に位置付けております。本計画は，スポーツ基本法の規定をもとに，国や県の計画を

参酌し，前計画の基本方針を継承するとともに，「鈴鹿市総合計画２０２３」の個別

計画として，単位施策の目標を実現するための取組の方向性を示すものであり，他の

個別計画と連携し，総合的にスポーツ推進に取り組むものでございます。なお，同じ

個別計画である「教育振興基本計画」とは，関連する「基本事業４－１ 体力・運動

能力の向上」において連携を図り，ともに，スポーツ推進に取り組んでいきたいと考

えております。次に「計画の期間」は，「鈴鹿市総合計画２０２３」との整合性を図

るため，この計画がスタートする２０１９年１０月から２０２４年３月までとして

おります。次に「４ アンケート等の実施」については，本計画を策定するに当たっ

て，本市のスポーツの現状や課題，要望などを把握するため，２０１８年６月に本市

在住の１８歳以上の方から無作為に抽出した３,０００名を対象に市民アンケート

を実施したほか，２０１９年１月には，スポーツ団体やスポーツ推進委員に対するア

ンケートと，鈴鹿市体育協会に対するヒアリングを実施しております。これらの結果

につきましては，「鈴鹿市のスポーツの現状」として，計画案の本文６ページから，

２２ページまでに記載しております。次に概要資料３ページ，「計画のめざす姿」，「基

本目標」でございますが，ともに「鈴鹿市総合計画２０２３」との整合性を図り，「ス

ポーツを観て，参加して，楽しむまち鈴鹿」，「スポーツを通じた豊かさの醸成」とい

たしました。次に「８ 推進施策及び到達目標」につきましては，３ページから５ペ

ージにかけて，一覧を記載しております。推進施策とは，計画のめざす姿の実現に向

けて，掲げられた基本目標のもと，本市が取り組むスポーツ推進の柱となるものでご

ざいます。この推進施策には，アンケート調査等の結果と，本市のスポーツを取り巻

く状況から導きだした８本の柱，「ライフステージに応じたスポーツによる健康づく

り」，「地域住民スポーツ活動の推進」，「障がい者スポーツの推進」，「子どもの体力・

運動能力の向上」，「競技力の向上」，「スポーツを通じた地域の活性化」，「スポーツ施

設の整備と利用促進」，「大規模大会を契機としたスポーツの推進」を設定いたしまし

た。また，到達目標は，（１）から（７）までの推進施策ごとに設定しており，「鈴鹿

市総合計画２０２３」との整合性を図るかたちで全部で１２の目標を掲げました。な

お，各推進施策につきましては，計画案本文の２７ページから４５ページまでに記載

しており，推進施策ごとに，本市における現状や，アンケート結果から見る課題を挙

げるとともに，取組概要として，推進施策の基本的な取組方向と，主な取組内容を示

し，到達目標として，目標名，設定理由，現状値，目標値を掲げております。次に，
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概要資料５ページの「９ 計画の効果的な推進」でございますが，計画を効果的に推

進するための体制と，計画の進行管理について記載しております。最後に今後のスケ

ジュールにつきましては，（１）から（４）の流れで進めたいと考えております。説

明は，以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

 

（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）３ページの８のところで，「取組状況を測る指標として到達目標を設定し

ました。」とありますが，指標イコール到達目標となっています。次のページの「到

達目標一覧」のところでは，例えば「（１）ライフステージに応じたスポーツによる

健康づくり」では，到達目標が「週１回以上のスポーツ実施率」となっており，到達

目標が実施率というのは少し違和感を感じました。到達目標というのは，右にある目

標値の５５％などのようなイメージになります。「鈴鹿市スポーツ推進計画（案）」の

方の２８ページでは，先ほどと同じところが，今度は「目標名」として「週１回以上

のスポーツ実施率」と出ています。指標，到達目標，目標名という３つがイコールだ

と思いますが，違和感を感じました。 

 

（スポーツ課長）４ページの到達目標のところですが，指標名もしくは目標名にすべき

だと思いますので，訂正をさせていただきます。目標名，指標名という捉え方ですが，

この区分については三重県の計画と合わせて出している部分がありますので，その

辺りの整合もありますが，整理するよう改めさせていただきたいと思います。 

 

（福嶋委員）スポーツ推進ということで，最初はアスリートのような先端的なことなの

かと思いましたが，これを見せていただいて，老若男女問わず障がい者の方も含めて

計画を立てられているので，なるほどと思いました。現状値があって，目標値を作る

点で非常に悩ましいということがあるかと思いますが，どのように目標値を立てら

れたのでしょうか。 

 

（スポーツ課長）「鈴鹿市総合計画２０２３」の個別計画であることから，多くの目標値

については「鈴鹿市総合計画２０２３」との整合性を図るかたちで設定しております。

また，福嶋委員から御意見を頂戴いたしましたスポーツに関する定義については，法

律にも規定されておりませんが，本計画にもございますように市民が生涯において

健康や体力の保持，増進や精神的な充足感を獲得するための身体活動全般のことで

あると考えております。本計画は，それらスポーツの場を提供するために策定する計

画でございますので，そのように捉えていただけるとありがたいと思います。 

 

（下古谷委員）１７ページ「スポーツ団体等の活動の現状」の中で，１８ページ上から

５，６行目の「また，運営を行う者の高齢化」以降の部分で人材不足ということが出

て，次の１９ページの「スポーツ指導員の現状」でも「人材不足を感じ」とあり，２

０ページの「スポーツ推進委員の現状」でも「スポーツ推進委員のなり手がない」と
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あります。非常に人材不足というのが，どこでもたくさん出てきていると感じている

ので，そういった根本的な対策というのが，今後必要なのではないかと感じました。 

 

（スポーツ課長）スポーツに限らず，どの分野でも該当すると思いますが，人材不足に

関することは喫緊の大きな課題であります。スポーツ課としましては，地域において

スポーツを引っ張っていただける人材に重きを置いています。また，幼児期からのス

ポーツに対する意識が非常に大事であると思いますので，教育委員会とも連携して

スポーツに取り組んでいきたいと考えております。 

 

（福嶋委員）鈴鹿市の場合は，スポーツと文化が同じ部になっていますが，このように

スポーツ推進計画ができていくと，文化の方も指針があった方が良いと思います。目

標を作っていただいて，スポーツにも負けないよう文化も伸びていただけたら良い

と思います。急がなくて結構なので，できたら嬉しいと思います。 

 

（文化振興課長）文化にも文化振興ビジョンというのがありますが，こちらは総合計画

に合わせていくということになりましたので，総合計画を進めるに当たって，いろい

ろな団体と協力して進めてまいりたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 

（福嶋委員）是非，頑張っていただきたいと思います。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，その他事項に移ります。 

 

（教育長）｢９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）９月定例会でございますが，令和元年９月２４日（火）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,９月教育委員会定例会を令和元年９月２４日（火）

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。 

 

（教育長）以上をもちまして令和元年８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。 

 

 

８月教育委員会定例会終了 午前１０時５５分 

 



25 

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 

 


