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令和元年１１月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 令和元年１１月１２日（火）午後２時２５分から 

 

２ 場所 鈴鹿市立創徳中学校 ２階 会議室 

 

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），文化財課長（新田剛），図書館長（渥美裕子），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４号補正予算案について         （関係各課） 

(2)就学等に関する規則の一部改正について             （教育指導課） 

(3)専決（牧田公民館・牧田地区市民センター建築工事請負契約の変更） 

の承認について                        （地域協働課） 

 

６ 報告事項 

(1)小学校指導要録の「指導に関する記録」について          （教育指導課）

(2)令和２年成人式について                    （文化振興課） 

(3)第３次鈴鹿市子ども読書活動推進計画改訂版（素案）について    （文化振興課） 

 

７ その他 

(1)１２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 １名 

 

（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１１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，吉澤委員にお願いいたします。

なお，本日は中学校での開催でございます。創徳中学校の校長先生をはじめ，教職員

の方々におかれましては，御協力ありがとうございます。 

 

（教育長）それでは，議事に入ります。議案第１９２７号「令和元年度鈴鹿市教育費第

４号補正予算案について」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４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１９２７号「令和元年度鈴鹿市教育費第４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，学校教育課，地域協働課，文

化財課，図書館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，５４億３，６１２万９

千円でございます。今回の補正額は，６，２０３万８千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，５４億９，８１６万７千円となります。次に，補

正額６，２０３万８千円の財源内訳でございますが，全て一般財源でございます。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。次に，教育総務課分の

内訳を説明申し上げます。「２ 教育費補正額内訳」を御覧ください。まず，初めに

人件費につきまして，御説明申し上げます。これは，国及び他の地方公共団体におい

て地方公務員法に基づく，均衡が失われないようにすべきとの考えから，本市におき

ましても，国家公務員の給与改定に準拠いたしまして，所要の改正を行おうとするも

のでございます。主な改正内容でございますが，まず，期末勤勉手当について，一般

職員は，１２月期の勤勉手当の支給割合を１００分の９２．５から１００分の９７．

５に改定することにより，また，特定管理職員については，１２月期の勤勉手当の支

給割合を１００分の１１２．５から１００分の１１７．５に改定することにより，勤

勉手当の年間支給割合をそれぞれ１００分の５引き上げようとするものでございま

す。次に，給料についての主な改正でございますが，一般職員の行政職給料表におき

まして，初任給を１，５００円から１，９００円引き上げ，これを踏まえて，３０歳

台半ばまでの職員が在籍する号俸について，所要の改定を行おうとするものでござ

います。次に，住居手当についての主な改正でございますが，住居手当の上限を１，

０００円引き上げようとするものでございます。それでは，議案書を御覧ください。

項 教育総務費，目 事務局費では，教育総務課，教育政策課，学校教育課及び教育

指導課職員の人件費として，１０７万９千円を，項 小学校費，目 学校管理費では，

小学校の用務員及び給食調理員の人件費として，９５万円を，項 中学校費，目 学

校管理費では，中学校の用務員の人件費として，４万２千円を，項 幼稚園費，目 幼

稚園費では，幼稚園教諭等の人件費として，４７万１千円を，項 社会教育費，目 社

会教育総務費では，教育支援課，文化振興課生涯学習グループ及び文化財課考古博物

館職員の人件費として，７１万６千円を，項 社会教育費，目 図書館費では，図書

館職員の人件費として，２０万４千円を，項 保健体育費，目 保健体育総務費では，

教育総務課給食グループ職員等の人件費として，２１万５千円を，項 保健体育費，

目 学校給食センター費では，学校給食センター職員の人件費として，４３万９千円



3 

を，それぞれ，制度改定に伴う職員給与費として増額しようとするものでございます。

人件費の補正につきましては，以上でございます。続きまして，項 小学校費，目 学

校管理費の「施設管理費／維持修繕費」１，３６０万９千円でございますが，小学校

３校における学校施設の緊急な修繕工事を行うための工事費でございます。内訳と

しましては，玉垣小学校では，給食調理室の雨漏りを修繕するための屋根防水の工事

費，鼓ヶ浦小学校では，屋外運動場に設置されておりますバックネットが，鉄骨の老

朽化により危険と判断し，緊急で取り替えを行う工事費でございます。また，白子小

学校では，来年度，特別な支援が必要な児童が入学予定でありますことから，校舎に

入る入口にスロープを設置する工事を行い，車いすでの登校が不便なくできるよう

に整備するための工事費を補正計上するものでございます。続きまして，項 小学校

費，目 学校建設費の「教育施設環境整備費／学校トイレ洋式化整備費」４００万円

でございますが，来年度に老朽化が著しい学校の湿式のトイレを洋式トイレに改修

するための工事設計委託料でございます。続きまして，保健体育費でございます。項 

保健体育費，目 学校給食センター費の「管理運営費／光熱水費」２１３万３千円と

「管理運営費／維持修繕費」４９０万８千円です。いずれも小学校向けに学校給食を

配給する鈴鹿市学校給食センターに係る増額補正でございます。本年度の光熱水費，

電気，ガス，水道につきまして，精査しましたところ，不足分が生じることが予測で

きたことによる補正計上と，また，９月にボイラーを冷却するための配管装置に設置

されています電子弁の故障により，冷却用の水を大量に使用したことによる水道料

金の増額分も合わせて補正計上しました。また，維持修繕費につきましては，本施設

の設置，稼働後，１１年が経過し，経年劣化から電気水道の機械，設備や調理厨房設

備など様々な故障が続いており，修繕を重ねていますが，既に不足する修繕費は，光

熱水費から流用して対応しています。これは，安全安心な給食の提供が毎日の使命と

なる施設特有の性質上，補正予算措置を待っての修繕は困難であることから予算額

の大きい，光熱水費から流用を行い，既に修繕対応をさせていただいたものと，今後，

必要となる修繕費について補正予算に計上させていただきました。教育総務課所管

分の補正予算案の説明は以上でございます。 

 

（参事兼学校教育課長）それでは私からは学校教育課分について御説明申し上げます。

項 小学校費，目 教育振興費，「就学援助費」の１１９万５千円及び「学びサポー

ト環境づくり事業費」５８０万８千円についてでございます。まず，「就学援助費」

についてでございます。補正理由といたしましては，平成３１年３月，文部科学省に

よる要保護児童生徒援助費補助金の単価の増額の通知がございました。それに伴う

予算の不足分の増額を諮るものでございます。具体的な内容といたしましては，平成

３０年度の３月に実施しました令和元年度の新入学児童学用品費の入学前支給の額

が，増額以前の支給額であったためにその差額を本年度７月に支出いたしました。さ

らに令和２年度の小学校就学予定者に対する入学前支給の予算の不足分の補填分と，

入学前支給以外の就学援助費の各項目の増額があった分の補填を諮るものでござい

ます。今年度末までの予算を精査しまして，補正額１１９万５千円とさせていただい

ております。次に「学びサポート環境づくり事業費」５８０万８千円について，補正
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理由といたしましては，特別支援学級児童に対する介助員１２人と，普通学級児童に

対する支援員３人，計１５人の増員でございます。具体的な理由いたしましては，介

助員については，特別支援学級の在籍児童が当初見込んだ人数を上回ったことによ

ることと，普通学級において，支援が必要な児童がいたためでございます。次に小学

校において，本来配置したい常勤講師の不足がございました。なかなか人手不足とい

うこともございました。その事業を補っていくために，市費の非常勤講師の配置をさ

せていただいたため，本年度分の予算の不足分を補うこととなりました。今年度末ま

での予算を精査いたしまして，補正額５８０万８千円とさせていただきました。よろ

しく御審議いただきますよう，お願いいたします。 

 

（地域協働課長）私からは，地域協働課所管分につきまして，御説明申し上げます。２

ページを御覧ください。項 社会教育費，目 公民館費の「管理運営費／維持修繕

費」，６５０万円の増額でございます。こちらに関しましては，鈴峰公民館の屋根防

水の劣化による雨漏りの緊急の修繕でございます。こちらの修繕工事に関しまして

は，なるべく早く着手できるよう準備を行っていますが，工期の関係から，年度内の

事業完了が見込めないため，来年度への繰越明許費も計上させていただきました。よ

ろしく御審議いただきますようお願いいたします。 

 

（文化財課長）それでは，私からは文化財課所管分について御説明申し上げます。項 社

会教育費，目 文化財保護費，「資料館等／維持修繕費」の１，８４６万４千円を増

額するものでございます。内容といたしましては，９月の大雨で雨漏りがありました

佐佐木信綱記念館における屋根防水改修及び展示室天井等の改修にかかる工事請負

費でございます。また，改修につきましては，工期を年度内に設定するのは困難であ

るため，「３ 繰越明許費補正」にありますとおり，増額全額の１，８４６万４千円

を繰り越しするものでございます。以上で，文化財課所管に係る補正予算の説明を終

わらせて頂きます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 

 

（図書館長）それでは，私からは図書館の所管分について御説明申し上げます。項 社

会教育費，目 図書館費，「管理運営費／光熱水費」の１３０万５千円の増額でござ

います。図書館空調機器の能力を向上させたことによる消費電力の増加が要因でご

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。 

 

（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）図書館費の「管理運営費／光熱水費」のところですが，エアコンを新しく

されると，今の時代，エコの関係で電気料金は安くなると思うのですが，そうではな

いのでしょうか。 

 

（図書館長）こちらは機器を新設したのではなく，今あるものの能力について，機器の

能力を最大限使ったということによるものだと思っております。昨年度の夏が非常
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に暑く，皆様から暑いというお声を頂戴し，機器点検を再度細かく実施したところ，

風量の設定が手動になっていたりしたところがあるなど，いろいろな不備が発見さ

れましたため，能力を全開にするなどをした結果ということになります。 

 

（山中委員）小学校費，教育振興費の「学びサポート環境づくり事業費」のところで，

常勤職員の不足という説明がありましたが，そこのところをもう少し詳しく教えて

いただけますでしょうか。 

 

（参事兼学校教育課長）正規職員が配置されておりますが，その正規職員が年度途中で

産休，育休関係でお休みを取られる，あるいは，病気休暇関係でお休みを取られる，

その他介護休暇，特別休暇等でお休みを取られることが，今回少し多くありました。

その時，通常であれば一日勤務していただく講師を任用して，県費で任用していただ

き，そこへ配置するようなかたちになっています。正規の職員が帰ってきたときに，

その講師についてはほかの任用をかける，ほかの学校へ行ってもらうというような

運用になっています。今回，常勤の講師を見つけるのに大変苦労した部分がございま

した。市報に鈴鹿市内だけではなく募集していますが，他市の四日市，亀山，津市含

めて三重県下の中でも常勤講師の不足が結構大きな問題となっています。そのよう

な中，あおりを受けて，常勤講師を探すのに今回大変苦労し，ただ，学校も待ったな

しの状況で，探しているうちに授業が滞っていくというようなことは，なかなかでき

ません。そのような中で，市費の非常勤の少人数指導の非常勤講師を少し使わせてい

ただいて，少しの授業時間分だけでも確保したいということで，配置をさせていただ

きました。人数といたしましては，およそ４校分非常勤講師を付けさせていただいた

ということです。常勤講師がつけば，その時点で非常勤講師は任用を解くということ

になります。今のところ４校付いたままの状態でございます。 

 

（山中委員）感想になりますが，県費負担職員がまかなえなくて市費でということは，

市の方に負担がかかってきたということで，結構大変だと思います。改めて講師が不

足しているということを聞かせていただいて，深刻な状況であるということを知り

ました。 

 

（福嶋委員）今回，文化財保護費も挙がっていますが，軒並み文化財も修復などをしな

ければならない時期になってきていると思います。今回はどのようなことをされて，

また将来や次年度にわたっての計画などはどのようになっているのでしょうか。 

 

（文化財課長）文化財課所管の施設はいくつかありますが，その中で一番古いのがこの

佐佐木信綱記念館でございます。昭和６１年に開館いたしまして，それから大規模修

繕というのは行われてこなかったのですが，９月の大雨，特に短時間で２００㎜ほど

降った雨によりまして，ドレンの劣化などそういったところで雨漏りが生じてしま

ったということでございます。計画的に各施設を順番に直していく必要はあり，公共

施設全体のマネジメントの中で，順位付けをしながら取り組んで行きたいところで
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すが，今回については，このような事故によりまして改修の必要性に迫られたという

ことでございます。また，日常管理等も認識が足らなかった部分もございますので，

これからしっかりやっていきたいと考えています。 

 

（下古谷委員）図書館で，能力をアップさせたために１３０万円余りが増額になったと

いうことですが，長い目で見てみると，このぐらいのランニングコストがずっと続く

かと思います。例えば１０年先を見ると１３００万円くらい余計に掛かってくるだ

ろうと思います。そうすると，施設の寿命等も考えると，全体を新しいものと入れ替

えれば電気代としては，おそらく６０％くらいまでには抑えられると思いますが，そ

の差を考えると入れ替え等も考えた方が良いのではないかと感じました。 

 

（図書館長）ありがとうございます。当初は新しい個別のタイプのものをと考えていた

のですが，平成２７年に国の補助金を使いまして，図書館の大規模な空調の改修をし

ておりますので，やはりそれを生かしていくというところがありましたので，このよ

うな対応とさせていただきました。 

 

（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。議案第１９２７号「令和元年度鈴鹿市教育費第４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１９２７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１９２８号「就学等に関する規則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，就学等に関する規則の一部を改正す

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。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは議案第１９２８号の「就学等に関する規則の一部

改正」について，御説明申し上げます。平成２７年３月の学校教育法施行規則及び小

学校学習指導要領，中学校学習指導要領，特別支援学校小学部･中学部学習指導要領，

幼稚園教育要領の一部改正に従いまして，小学校・中学校におきましては，「特別の

教科道徳」といたしまして道徳の学習を進めております。「特別の教科 道徳」の実

施に伴いまして，道徳の時間における児童・生徒の学習状況や道徳性に係る成長の様

子を文章にて記録できるよう，本市公立小中学校の児童・生徒指導要録における「指
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導に関する記録」の様式に関しましては，教育委員会にて承認を頂いているところで

ございます。それを受けまして，小中学校ともに指導要録の抄本におきましても，「特

別の教科 道徳」における学習の記録を記載する枠が必要となってまいります。そこ

で，小学校では５ページ，中学校では６ページのとおり，道徳の枠を追加いたしまし

た指導要録の抄本の改正について，御審議いただきたいと思います。また，幼稚園に

おきましても，小学校との接続をより円滑なものとするため，幼児期の終わりまでに

育って欲しい姿「１０の姿」を視点とした，記述による最終学年の指導に関する記録

を追加した様式を教育委員会にて承認を頂いております。それに伴いまして，７ペー

ジのとおり，発達の状況評価の枠を削除し，記述による枠を充実させるとともに，学

籍の記録につきまして，小中学校の抄本との整合性を図り，必要最小限の記入事項と

いたしました。なお，小学校におきましては令和２年度から，中学校におきましては

令和３年度から，それぞれ新しい学習指導要領が全面実施となります。従いまして，

今回御審議いただく抄本につきましては，小学校におきましては今年度のみ，中学校

におきましては今年度並びに令和２年度の２年間のみの使用となります。幼稚園の

抄本につきましては，本年度より使用となります。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）指導要録の抄本と呼ばれるので，要録をコンパクトにまとめられたものだ

と思いますが，通知表とはまた違う感じですし，通知表としては記録として残されて，

この抄本というのも残されるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）指導要録につきましては，学校で保管することとなっているのですが，

この抄本につきましては，進学するときや転学するときに各入学先，転学先へ申し送

り用として渡す資料となります。 

 

（下古谷委員）６ページの中学校のところで，道徳が入れられているのと，その下の部

分の「総合所見及び指導上参考となる諸事項」というところが，旧様式では先に「指

導上参考」がきていて，そのあとに「総合所見」がありますが，これが入れ替えられ

ている理由はあるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）小学校，中学校の整合性を図るため，小学校の内容に即して，先に「総

合所見」を入れさせていただきました。 

 

（下古谷委員）幼稚園の方で，先ほど記述を重要視していくために評価のところの欄を

削ったという説明があったと思いますが，旧様式ですと著しく発達が見られるもの

には丸を入れるということなので，ぱっと見たときに丸が入っていれば，この子は良

く伸びたなどがわかります。それが言葉だけになっていくと，ここのねらいの部分が

少し薄くなってしまうと感じたのですけれども，やはり欄は消すのでしょうか。 
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（教育指導課長）今回抄本のことで御審議いただいているのですが，先にこの指導要録

の様式につきましても，記述式で書くということで，国，県からもそういった指摘も

ありながら改定しておりまして，それに合わせたかたちで抄本ということで揃えさ

せていただいており，御理解いただけたらと思います。 

 

（福嶋委員）国から記述式ということで，最近入学試験でも記述式というのが出てきて

います。記述式になると先生の主観というか，それぞれぶれが生じるというのがあっ

て，以前の方はかえって丸を付ける方が明快かなと思ったりします。そういった個々

の先生によって，大きなぶれが生じないように，ある程度の納得できるかたちという

のを目指していただければ，ありがたいと思っております。 

 

（教育指導課長）その点につきましても，国が出しております幼稚園の教育要領の中に

も目指す姿も載っていますし，各幼稚園間においても，そういった内容については，

いろいろ情報共有を行っておりますので，できる限りそういった差異がないように

は働きかけていきたいと思います。 

 

（福嶋委員）６ページは，細かいなと思いますが，この様式の中に収めようというのが

あって，このようになっているのでしょうか。 

 

（教育指導課長）申し訳ありません，大変見にくい様式ではございますが，原本はこの

Ａ４サイズで収めていますが，小学校，中学校におきましても，もう少し大きなサイ

ズで，Ａ３やＢ４などのサイズでの拡大したもので取り扱っておるところでござい

ますので，若干読みやすく，書きやすい状態にはなっています。 

 

（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１９２８号「就学等に関する規則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１９２８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１９２９号「専決 牧田公民館・牧田地区市民センタ

ー建築工事請負契約の変更の承認について」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，牧田公民館・牧田地区市民センター
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建築工事請負契約を変更するについて，「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。 

 

（地域協働課長）１２ページを御覧ください。こちらに関しましては，平成３１年２月

の定例会でお諮りさせていただきました牧田公民館・牧田地区市民センター建築工

事の請負契約の契約金額の変更及びその専決処分についてでございます。牧田公民

館につきましては，１２月１０日を建設部分の完成の工期として，現在，建築中でご

ざいます。この後は，外構工事などを行い，令和２年の７月ごろの竣工を計画してい

ます。当初の建築工事契約は，契約金額１億５，８７６万円でございます。こちらを，

２３４万３千円増額し，１億６１１０万３千円の変更契約を締結いたします。変更内

容としましては，工事の内容変更に伴う，部材の変更，倉庫に設置する棚の増設，設

計労務単価の改定，いわゆるインフレスライドによる金額の変更によるものでござ

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）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１９２９号「専決 牧田公民館・牧田地区市民センター建築工事請負

契約の変更の承認について」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１９２９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。「小学校指導要録の「指導に関する記録」

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，小学校指導要録の「指導に関

する記録」について，御報告申し上げます。前回の１０月教育委員会定例会において，

議案の審議をいただきました内容で，１点確認をさせていただいた内容について，御

報告いたします。１ページ右下の部分「特別活動の記録」のクラブ活動については，

４年生からの活動で，１年生から３年生までの部分に斜線が必要ではないかと，御質

問があり確認をさせていただいた件での報告でございます。クラブ活動については，

学習指導要領の解説に「児童数の少ない学校においては，第３学年や低学年からクラ

ブ活動に参加できるようにしたり，その人数に見合ったクラブの数を組織したりす

るなどの工夫をする」と表記されております。従いまして，学校の実態などを考慮し
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て実施することとなっておりますことから，斜線なしでの表記となっております。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。 

 

（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，「令和２年成人式

について」をお願いいたします。 

 

（文化振興課長）それでは，私からは報告事項の２番目「令和２年鈴鹿市成人式」につ

きまして，御説明申し上げます。３ページを御覧ください。まず開催日時でございま

すが，令和２年１月１２日（日）１２時３０分開場，午後１時に式典を開始し，２時

に終了予定でございます。場所は，鈴鹿市民会館ホールを会場として，開催させてい

ただきます。次に対象者でございますが，６月１日現在，男性１，１３２人，女性  

１，０７４人の合計２，２０６人でございます。なお，例年の参加者数は，対象者の

約６割弱程度でございまして，約１，３００名の参加者を見込んでおりますが，市民

会館ホールの固定席は１，２７５人でございますので，サブ会場として，市民会館２

階の展示室（１２０人分）を用意しております。新成人への周知につきましては，令

和元年１１月１日現在，鈴鹿市に住民登録をされている方へ１２月上旬に案内はが

きを送付の予定でございます。住民票が本市になく鈴鹿市成人式への参加を希望さ

れる方につきましては，文化振興課まで連絡いただければ，案内はがきを送付させて

いただきます。成人式当日は案内はがきを持参いただき，お持ちでない方につきまし

ては，当日受付で記帳をしていただく予定でございます。内容につきましては，記載

のとおりでございます。また，成人式実行委員は，男性３名，女性５名の計８名が公

募により集まり，５月から既に７回の実行委員会を重ね，テーマやイベント内容を検

討してきたところでございます。令和２年成人式にあたってのテーマは「ＮＥＷ Ｓ

ＴＡＲＴ～自由と希望～」でございます。テーマには，令和になって初めての成人式

に，新成人として希望を持ち，新たな時代に踏み出していきたいという決意が込めら

れています。私ども文化振興課としましても，実行委員の思いが実現できるよう，連

携をとって，本番当日まで支援してまいります。続いて４ページを御覧ください。出

席の御案内させていただく御臨席者の皆様でございます。なお，教育委員の皆様には，

是非，御臨席を賜り，新成人の門出をお祝いいただきますようお願いを申し上げます。 

 

（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。 

 

（吉澤委員）成人式の内容について，恩師からのビデオレターというのは何人くらいの

方が協力していただけるのでしょうか。 

 

（文化振興課長）申し訳ございません，今，作っているところですので，何名というと

ころまで伝えられないのですが，恩師からのビデオレターというのは好評ですので，

実施していきたいと思います。また，今まで国歌独唱がございましたが，今年から吉
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澤委員からの御提案もございまして，場内の一体感も出るということで，実行委員と

お話した中で国家斉唱というかたちにさせていただきました。今回，式典の時間を１

５分ほど短縮しておりますが，内容としてコンパクトにまとめて行っていきたいと

思っています。 

 

（下古谷委員）この「ＮＥＷ ＳＴＡＲＴ ～自由と希望～」というテーマについて，

このテーマに至った経緯をもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。 

 

（文化振興課長）こちらにつきましては，実行委員会の中で決めたということです。 

 

（福嶋委員）いつもいろいろ苦労をされていると思いますが，やはり外での騒ぎを起こ

さないようにするということと，中にたくさん入っていただくという二つの大きな

課題があると思っております。今回そのようなことで，配慮されたことはあるのでし

ょうか。 

 

（文化振興課長）どうやっていくかという対策の面で考えているところなのですが，今

回，教育委員会事務局の方にも多数御協力いただくことになりまして，人数も２０名

ほど動員を増やしていただきました。はがきを持参ということになりましたので，敷

地内の３箇所にはがきを持っていますかと聞かせてもらうような対応と，中に入っ

てもらうのに市民会館と市役所の庁舎の間に職員を多く配置しまして，中に入って

いただく，また，ロビーにも職員を多く配置し，なるべくスムーズに中に入ってもら

えるようにやっていきたいと考えています。 

 

（福嶋委員）先ほど今回は１５分ほど短縮されるとお聞きしましたが，今までの式が長

かったからでしょうか。その辺りの理由を教えていただけますでしょうか。 

 

（文化振興課長）後半になってくると成人の方が出てくるということがありましたので，

なるべくイベントも短縮しまして，だらだらするのではなく，１５分の短縮ではあり

ますが試みてみようということになりました。 

 

（福嶋委員）どの辺りで１５分ほど短縮されるのでしょうか。 

 

（文化振興課長）昨年はイベントが３つあったかと思いますが，１つ省略させていただ

きました。ビデオレターと，昨年は踊りがあったかと思いますが，観客の方が本当に

少なかったということがありましたので，イベントの数を減らしたということにな

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，「第３次鈴鹿市子

ども読書活動推進計画改訂版（素案）について」をお願いいたします。 
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（文化振興課長）それでは，引き続き報告事項の３番目「第３次鈴鹿市子ども読書活動

推進計画改訂版（素案）」につきまして，御説明申し上げます。本計画改訂の趣旨に

ついてでございますが，本計画策定後，平成２９年３月に小中学校学習指導要領及び

幼稚園教育要領の改訂，平成３０年３月に高等学校・特別支援学校の学習指導要領の

改訂が行われています。また，平成３０年４月には国の「第四次子供の読書活動の推

進に関する基本的な計画」が策定されました。これら国の動向を踏まえ，鈴鹿市総合

計画後期基本計画の策定に合わせて，これまでの取組の検証を行い，本計画の見直し

を図るものでございます。主な見直し箇所でございますが，４ページを御覧ください。

第１章の「３ 子どもの読書活動推進に関する国・県の動き」の「（１）子どもの読

書活動推進に関する国の動き」に，国の第四次基本計画の基本的方針及び学習指導要

領の改訂内容等を記載いたしました。第四次基本計画では，読書習慣の形成に向けた

発達段階ごとの効果的な取組の推進，友人同士で本を薦め合うなどの読書への関心

を高める取組の充実の２つの取組を通じて子どもの読書への関心を高めることが示

されました。また，５ページの３行目，学習指導要領では，児童生徒の自主的，自発

的な学習活動や読書活動を充実することが定められました。次に４４ページ，第５章

の成果指標と成果目標でございますが，乳幼児期の子どもの読書活動推進の指標を

見直し，「保育所（園）・幼稚園に通う５歳児の家庭で，保護者による読み聞かせが週

に１回以上行われている割合」を削除いたしました。この指標の今年度の実績を図る

ため，７月に市内の保育所（園）・幼稚園・認定こども園に通う５歳児の保護者にア

ンケートを実施したところ，当初計画の目標数値５７．０％を大幅に上回り，６５．

６％の実績でございました。今回のアンケートの実績値から，保護者による読み聞か

せの頻度が増え，全体的に読み聞かせをする保護者の層が厚くなっていることが分

かりました。家庭での読み聞かせの習慣が定着しつつあるということ，また，今後は

発達段階に応じたより効果的な取組が望まれるということなどから，指標から削除

することといたしました。ここから削除はいたしますが，読み聞かせの習慣はその後

の子どもの読書習慣の形成に関わっているという国の調査結果もございますことか

ら，引き続き読み聞かせの普及，啓発に努めさせていただきます。また，計画素案全

体を通して年号表記の統一，漢字，かな表記の統一，新データのあるものはそちらに

置き換え等の修正を加えております。今後は行政経営会議等へ諮っていく予定とな

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）幼稚園児などの読み聞かせの習慣は，非常に高くなってきているという報

告がありました。今日，学校の中の掲示板を見させてもらって，「スマホを使う時間

を減らしましょう」という掲示がありました。小中学生にとっては，読書よりもスマ

ホやゲーム等に時間を使うことが多くなっているのが現状だと思います。親御さん

にしても新聞や活字離れが進んでいる中で，小中学生に読書に振り向かせていくか

ということは本当に困難な時代になってきていると思っています。今回，このように

書いていただいたので，良いと思いますが，今後どうやってスマホから本へというの
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は困難であり，先生方にもいろいろ知恵を絞っていただかなくてはならないと思っ

ています。戦略はとても良いので，戦術の方でより一層知恵を絞っていただければと

思います。 

 

（文化振興課長）この子ども読書活動推進計画の策定に当たりましては，教育指導課や

図書館などと取り組んでおり，進めていきたいと思いますので，よろしくお願いいた

します。 

 

（山中委員）素晴らしい活動推進計画で，充実したものだと思います。これを推進して

いく上で学校図書館は非常に大きな役割ではないかなと思います。そういった意味

で１３ページにある今後の課題の中で，「中学校における，学校図書館の開館時間の

見直し」や「学校図書館専門の職員の配置についての検討」など，現場にしっかり考

えてもらわなければいけない問題もありますし，予算等の問題も出てくると思いま

す。現在中学校の図書館の利用状況，開館時間はどのようなものなのでしょうか。学

校によって違うとは思いますが，見直しということがここに挙げられているという

ことは，現状の課題があるというように捉えて，これを見直しとしていると思うので

すが。 

 

（教育指導課長）中学校におきましては，様々な課題を抱える子どもたちの対応等のた

め，図書室を活用して学習を進めるという授業の取組もあったと思います。そういっ

たところも含めて，授業の学習で図書館の活用を進めていただきたいということを

各学校へ伝えているところでございます。理科の単元に応じて，それに必要な図書を

活用した授業づくりなども含めて，今，進めているところでございます。若干にはな

るのですが，授業中も開館しながら活用していただく，放課後の時間にも活用してい

ただく方向で，できる限り啓発し続けているところでございます。 

 

（吉澤委員）読書活動推進ということで，いろいろな角度から活動をしてみえて，とて

も素晴らしいことだと思います。その中で一つだけお願いがあります。ボランティア

で１０年近く読み聞かせをしている方がいるのですが，小学校では先生も児童と一

緒に聞いたり，そのあと児童の感想を聞いたりして，読み聞かせのとても有意義な時

間を作っていただき，喜んで行っています。中学校になりますと，先生によってはお

はようございますと言っても無視されたり，よろしくお願いしますと言っても何の

返事も返ってこないという状態で，とてもさみしくこのまま続けて行って良いのだ

ろうかという悩みを抱えているそうです。やはり学校や，先生方の読み聞かせの受け

入れ方というのも少し考えていただきたいと思います。読書活動推進という意義を

しっかりと教えていただきたいと思います。 

 

（教育指導課長）教育指導課から深く学校の方にお願いしている学力向上の取組の一つ

として，読書活動の推進ということも掲げています。そういった観点からボランティ

アさんの活躍というのが，すごく子どもたちにも影響が大きいことも理解していま
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すので，吉澤委員がおっしゃられた内容についても，今後学校長を通じて学校へお伝

えさせていただきたいと思います。 

 

（下古谷委員）非常にうまくまとめていただいている素案で，時代の動きというか，３

ページの「読書スタイルの多様化」の部分では「ＩＣＴ機器の普及」なども入れてい

ただいて，課題などもまとめられていて，素晴らしいと思いました。ただ，これを見

せていただいたときに，最後の資料に付けていただいていた，例えば「子どもの読書

活動の推進に関する法律」では，これは平成１３年に出されていて，これはそれ以降

改定されていないのでしょうか。また内容を読ませていただくと，四条では，「国と

の連携を図りつつ」というように国という言葉がかなり入っており，十一条ですと，

「国及び地方公共団体は，財政上の措置を講ずるよう努めるものである」ということ

があります。また，小さい子どもたちは読書をするのだけれど，中学，高校と上がっ

ていくと，本を読む時間も減るし，冊数も減っていくということで，年齢とともに減

っていくのに対して，いろいろな対策をしますという課題を並べていただいて，それ

なりに予算も必要だろうと思います。この法律を見ると，国も予算措置に努めなけれ

ばならないとありますが，国の方から何か援助をしていただいている現状があるの

でしょうか。 

 

（文化振興課長）前回，平成２９年３月に策定しておりまして，その改訂ということな

のですが，前回のところには平成１２年を子ども読書年とし，平成１３年１２月には

子どもの読書活動の推進に関する法律ということですので，この時に策定してから

は変わってないと思われます。 

 

（下古谷委員）補助金がある時はたくさんきた，今年はたくさんきそうなど，そのよう

なことはありますでしょうか。 

 

（文化振興課長）そこまで把握ができておりません。 

 

（下古谷委員）国の方も予算措置に努めなければいけないと書いてあるので，国も考え

てほしいと思っています。 

 

（下古谷委員）４月２３日が子ども読書活動の日となっているということのようですが，

小学校や中学校で，この日に特別なイベント等はされているのでしょうか。 

 

（教育指導課長）日々，読書活動の推進というのは伝えているのですが，この日に子ど

も読書の日ということでの取組は聞いておりません。 

 

（下古谷委員）鈴鹿市のホームページで見させていただくと，出てこなかったので聞か

せていただきました。 
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（図書館長）図書館では，その日とゴールデンウィークを重ねて，読み聞かせの講座な

どをしております。 

 

（教育長）秋の読書週間には学校でもいろいろ企画をやっています。 

 

（福嶋委員）小学校，中学校の図書館で，放課後に本を読んだり，勉強したりするのも

良いと思いますが，図書館の中で勉学をするというようなコーナーはあるのでしょ

うか。 

 

（教育指導課長）学校図書館の中に，机，椅子を設置している図書館が大半でございま

すので，そういったところで補充学習も含めて，学習したり，読書をしたりする環境

は整っています。 

 

（福嶋委員）利用されている方は多いのでしょうか。 

 

（教育指導課長）学校の方で補充学習に充てた時間ということで取組を進めているとこ

ろもあれば，図書館を開放しているので，自由に活用してくださいということで，開

放している時間帯もございます。児童，生徒がどれだけ活用しているかというところ

は，まだまだ少ないのが現状ですが，そういったところもできるだけ活用を進めてい

くという方向で，話をさせていただいているところです。 

 

（福嶋委員）学校図書館に参観などで入ることもあるのですが，学校によって力の入れ

方が随分違って，小学校では，入ってみたいと思うような図書館もあったり，さほど

でもない図書館もあったりします。やはり力の入れ方に強弱があるので，なるべく強

ばかりになるようにお願いしたいと思います。 

 

（教育指導課長）今年，図書巡回指導員の活用も含めて，学校図書館の環境整備につい

ては，かなり進んでいるところであります。力を強として，入れていきたいと思いま

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）｢１２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）１２月定例会でございますが，令和元年１２月２４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 
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（教育長）御異議ないようですので,１２月教育委員会定例会を令和元年１２月２４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１１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。 

 

 

 

１１月教育委員会定例会終了 午後３時２９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 吉澤 時子 


