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令和２年４月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 令和２年４月２８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（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（亀井正俊），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），参事兼教育政策課長（竹下直哉），学校教育課長（磯部仁），教育指導課長

（堀之内宏行），教育支援課長（藤本寧夫），参事兼子ども政策課長（伊藤道彦），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）専決（鈴鹿市教育委員会書記の任免）の承認について      （教育総務課） 

（２）専決（鈴鹿市教育委員会会計年度任用職員の勤務時間，休暇等に関する 

規則の制定）の承認について                 (教育総務課)

（３）専決（鈴鹿市教育委員会における鈴鹿市会計年度任用職員の給与及び 

費用弁償に関する条例施行規則の制定）の承認について      (教育総務課) 

（４）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）

（５）専決（鈴鹿市地域づくりの推進体制に関する規程の一部改正）の承認について 

（教育総務課） 

（６）学校運営協議会委員の任命について              （教育支援課） 

 

６ 報告事項 

（１）鈴鹿市教育振興基本計画 令和２年度実行計画について      (教育総務課） 

（２）鳴門教育大学と鈴鹿市教育委員会との連携事業に関する協定について(教育指導課） 

（３）鈴鹿市立保育所・幼稚園施設整備に関する基本方針（素案）について 

(子ども政策課・子ども育成課）

（４）新型コロナウイルス感染症に関する対応について         (教育総務課） 

 

７ その他 

（１）令和２年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 １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
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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。 

 

（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。本日の定例会ですが，所用により

下古谷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２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１９４８号｢専決 鈴鹿市教育委員会書記

の任免の承認について」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，鈴鹿市教育委員会会議規則第７条の

規定に基づき書記の任免を行うについて，「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。 

 

（参事兼教育総務課長）それでは，議案第１９４８号「専決 鈴鹿市教育委員会書記の

任免の承認」につきまして，説明申し上げます。本議案は，令和２年４月１日付け人

事異動に伴い，それまで鈴鹿市教育委員会書記を兼務しておりました，教育総務課 

総務グループの渡邊友美加副主査が異動し，新たに，教育総務課総務グループに杉田

真純主査が着任しましたので，２人の鈴鹿市教育委員会書記の任免を行うため，「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，

渡邊副主査の兼務を解く発令を令和２年３月３１日付けで，杉田主査の兼務発令を

令和２年４月１日付けで専決処分いたしましたので，同条第２項の規定により教育

委員会へ報告し，その承認を求めるものでございます。議案書２ページを御覧くださ

い。まず，解く発令ですが，「事務職員 渡邊友美加 鈴鹿市教育委員会書記の兼務

を解く 令和２年３月３１日 鈴鹿市教育委員会」次に，兼務発令ですが，「事務職

員杉田真純 鈴鹿市教育委員会 書記に兼ねて任命する 令和２年４月１日 鈴鹿

市教育委員会」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。 
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（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１９４８号｢専

決 鈴鹿市教育委員会書記の任免の承認について」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１９４８号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）次に，議案第１９４９号「専決 鈴鹿市教育委員会会計年度任用職員の勤務

時間，休暇等に関する規則の制定の承認について」及び議案第１９５０号「専決 鈴

鹿市教育委員会における鈴鹿市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

施行規則の制定の承認について」は，関連する所要の整備でございますので，一括し

てお諮りします。 

 

（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，「鈴鹿市教育委員会会計年度任用職員

の勤務時間，休暇等に関する規則」及び「鈴鹿市教育委員会における鈴鹿市会計年度

任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則」を制定するについて，「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。 

 

（参事兼教育総務課長）それでは，議案第１９４９号「専決 鈴鹿市教育委員会会計年

度任用職員の勤務時間，休暇等に関する規則の制定の承認」について及び議案第  

１９５０号，「専決 鈴鹿市教育委員会における鈴鹿市会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例施行規則の制定の承認」につきまして，説明申し上げます。本

議案は，平成２９年５月１７日に公布されました地方公務員法及び地方自治法の一

部を改正する法律が令和２年４月１日に施行されたことにより，特別職の任用及び

臨時的任用の厳格化，一般職の非常勤職員の任用等に関する制度の明確化が図られ

ることとなりましたことに伴い，改正後の地方公務員法第２２条の２第１項に規定

されます会計年度任用職員の勤務時間，休暇等及び給与，費用弁償について規定した

ものでございまして，「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，令和２年４月１日付けで専決処分いたしましたので，同条

第２項の規定により教育委員会へ報告し，その承認を求めるものでございます。議案

書４ページ及び１５ページがそれぞれ規定しました規則でございます。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。 
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（山中委員）内容を読ませていただいて，それほど大きな変更はないのかと思うのです

が，嘱託職員と呼ばれていたものが，会計年度任用職員という名称に変更されたと理

解をするのですが，どこが違うのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）この会計年度任用職員制度につきましては，非正規雇用職員と

して，任用等が各自治体でばらばらになっていたということで，例えば採用されるに

当たっても採用試験がないようなところもあるということで，全国的な統一を行い，

立場を具体的に明確化するという目的でこのような制度に整理されたということで

す。その中で鈴鹿市では嘱託職員の処遇等につきましては大きく変わったところは

ございませんが，パートタイムの方の処遇で通勤手当などが改善されたところもご

ざいます。 

 

（福嶋委員）従来から正規職員さんと臨時職員さんの差というか，同一労働同一賃金と

言われるが，差が開きすぎていることが社会的に問題になっていて，そういう面で今

回少し改善されたと理解してよろしいのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）はっきり任用が定義されて職場での立場や給与についての号給

等が示されたということは，大きな改善であると思いますし，会計年度任用職員につ

きましては，フルタイムの方については号給が上がることもできる改正になってお

りますので，今後対象となる職員につきましても適切な運用を組織として行ってい

きたいと考えています。 

 

（福嶋委員）そうすると，多少は給与面でも改善されつつあるということでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）この公務員制度の改革の中で会計年度任用職員制度というのが

示されているということで，全国的な流れといたしましては，非正規雇用の公務員が

非常に増えてきたということです。この制度の根幹的なものとしては全体的な公務

員の人件費を抑えるというところも隠れて制度の中に含まれているのかなと思いま

す。今後人口が減少していく中での全体的な公務員制度の中で，政策的なことができ

る正規職員と，その他の職員という職域を分けながら行政運営を進めていかなけれ

ばならないということも示されていると考えています。 

 

（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１９４９号「専決 鈴鹿市教育委員会会計年度任用職員の勤務時間，

休暇等に関する規則の制定の承認について」及び議案第１９５０号「専決 鈴鹿市教

育委員会における鈴鹿市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規

則の制定の承認について」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。 
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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１９４９号及び議案第１９５０号を原案

のとおり承認いたします。 

 

（教育長）次に，議案第１９５１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」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，「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。 

 

（参事兼教育総務課長）それでは，議案第１９５１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」につきまして，説明申し上げます。今回の議案

につきましては，令和元年７月定例会におきまして専決承認いただきました，「鈴鹿

市職員の人事評価の実施に関する規程」の一部改正でございます。今回の専決処分に

至った経緯でございますが，先ほどの議案第１９４９号及び１９５０号同様，地方公

務員法の改正に伴い，会計年度任用職員が規定されましたことから，本規程の一部改

正を行う必要が生じましたことにより，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。２６ページから２８ページを御覧ください。こちらは，本規程

の一部を改正する訓令の改め文と新旧対照表になっております。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。 

 

（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１９５１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」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１９５１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１９５２号「専決 鈴鹿市地域づくりの推進体制に関

する規程の一部改正の承認について」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，鈴鹿市地域づくりの推進体制に関す

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。 

 

（参事兼教育総務課長）それでは，議案第１９５２号「鈴鹿市地域づくりの推進体制に

関する規程の一部改正の承認」につきまして，説明申し上げます。今回の議案につき

ましては，平成２８年３月定例会におきまして承認いただき，平成２８年４月に制定

しました「鈴鹿市地域づくりの推進体制に関する規程」の一部改正でございます。今

回の専決処分に至った経緯でございますが，鈴鹿市地域づくり協議会条例に基づき，

本市が進めております地域づくりの支援を改めるに当たりまして，地域づくりの活

動の定着と更なる活性化を図るため，協働のまちづくり及び住民主体の地域づくり

を推進するための支援体制の見直しを行うに当たり，地域づくりの推進体制につい

て必要な事項を定める共同訓令の専決処分を行い，今回，その承認をお願いするもの

でございます。３０ページから３２ページを御覧ください。こちらは，本規程の一部

を改正する訓令の改め文でございます。次に，３３ページから３４ページを御覧くだ

さい。こちらは，新旧対照表になっております。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。 

 

（福嶋委員）３３ページに改正前と改正後とあって，第２条の定義のところで，改正前

がより細かく，解決に向けて取り組みましょうというのが書いてあると思います。今

回は「第２条第１項に規定する地域づくり」となっていて，ここでは中身が書かれて

いなくて，第２条第１項を見ないと一般の方はよくわからないとなっていますけれ

ども，これはなぜこのように改定をしているのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）この最初の規程ができました時は，まだ地域づくり協議会条例

ができていない時でございまして，地域づくり協議会条例は平成３１年の３月にで

きております。その中で第２条の第１項に協議会の役割というのが，明確に示されて

おりますので，条例において示されているところから，このような記載になりました。 

 

（福嶋委員）個人的な意見では短い文面で，この定義については結構重要なところなの

で，一般の方にとっては重複しても書く方が親切ではないかと思います。気持ちとし

てはそういったところがあるということをお伝えさせていただき，それで決まって

いくのであれば仕方がないなとは思いますが。なるべくあっちもこっちも見なくて，

１つのものを見ればよく分かるというように作っていただいた方が，住民目線では

ないのかなと思います。 
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（参事兼教育総務課長）条例については，書き方のルールがある中で，このような簡素

な書き方になる場合もございますので，そういった中での理解と，もし御説明を求め

られた時にはきちんと条規を示させていただいて，御説明できるようにさせていた

だきたいと考えています。 

 

（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。議案第１９５２号「専決 鈴鹿市地域づくりの推進体制に関する規程の一部

改正の承認について」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１９５２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１９５３号「学校運営協議会委員の任命について」

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１９５３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。３６ページを御覧ください。各小中学校長から推

薦がございました令和２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

めまして，小中学校の委員の合計人数は，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２７６人，ＰＴＡ関係者が７８人，有識者が２２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）ある運営委員の方に学校運営協議会のことについてお伺いしたところ，学

校長と委員さんとは何度も話合いの場があったのですが，学校運営協議会の委員さ

んの全体会議というのは，全然開かれていないので，学校運営の基礎知識や学校や地

域独自の状況に関する情報を是非提供できる場を設けてほしいという御意見でした。

この件に関してはいかがでしょうか。 
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（教育支援課長）全体の場での共有ということでしょうか。もう少し詳細をお伺いでき

ますでしょうか。 

 

（吉澤委員）この御意見を聞いた方は桜島小学校の運営委員の方ですが，校長先生と委

員さんとの話合いは何度も行われたらしいのですが，運営委員全員の方の市全体で

の会議というのが一度も開かれておらず，基本的なことなどが入って二年目でよく

わからないので，是非そのような場を作ってほしいという御意見でした。 

 

（教育支援課長）学校運営協議会の委員長と各学校の委員長，そして学校長が集まる研

修の場は設けております。ただ，学校運営協議会全体となると，先ほど申しましたと

おり４００名を超えますので，その全体を集めるということについては，なかなか難

しいというのが現実だと思います。中学校区ごとの学校運営協議会が集まる場を設

けている学校区はあります。それですと４０名，５０名規模ですので，そこでの情報

交換が行われるということはやっております。 

 

（吉澤委員）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１９５３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１９５３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。報告事項１番目の「鈴鹿市教育振興基本

計画 令和２年度実行計画について」をお願いします。 

 

（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 令和

２年度実行計画」につきまして，説明申し上げます。別冊資料の１ページを御覧くだ

さい。まず初めに，本実行計画の策定の趣旨について，説明いたします。これは，２

月の臨時会で承認をいただきました，令和２年度から令和５年度の４年間を計画期間

としました「鈴鹿市教育振興基本計画」に基づき策定するものでございまして，「鈴鹿

市教育大綱」に掲げる施策の基本的方向別の基本事業の具体的な取組の中で，教育委

員会が１年度間に，特に力を入れて重点的に取り組む項目について，まとめたもので

ございます。計画の進行管理につきましては，毎年度実施しております，地方教育行

政の組織及び運営に関する法第２６条に基づく教育に関する事務の管理及び執行の状

況の点検・評価の対象となるものでございまして，単年度のＰＤＣＡサイクル，計画，
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実行，評価，改善のＰに該当するものでございます。なお，点検・評価につきまして

は，一次評価を担当課が実施し，二次評価を教育長，教育委員の方々と協働で実施し，

さらに，学識経験者による外部評価を経まして，鈴鹿市議会への報告後に，市ホーム

ページにて公表してまいります。次に，２ページを御覧ください。本実行計画では，

教育振興基本計画において掲げる重点取組１５項目について，単年度の行動計画を示

しておりますが，具体例としまして「基本事業１－１ 英語教育」を例に説明いたし

ます。本事業につきましては，中学校の英語科の授業において，外国語指導助手を活

用した話す・書くなどのパフォーマンステストを実施した回数を指標として設定させ

ていただいており，現状値の１２４回を令和５年度の最終目標値１４０回に向けて，

まずは，令和２年度の目標値を１２８回と設定しております。３ページの上段を御覧

ください。その目標達成のために，目標値の上の部分に，取組内容「小中学校の系統

的な英語教育の推進」の為に，小学校においては，新たに使用する検定教科書を用い

た外国語科の授業づくりを推進し，児童の英語への興味・関心を高めるとともに，身

近で簡単な事柄に関する語句や基本的な表現の定着へ繋げます。中学校においては，

小学校での指導方法・指導事項を踏まえ，指導者と生徒，または生徒同士が英語で自

分の考えや気持ちを互いに伝えあう学習活動を大切にした授業づくりを進めますと，

令和２年度の具体的な取組内容を記載しています。ほかの１４の基本事業につきまし

ても同様でございます。なお，この実行計画につきましては，５月の校長会において

小中学校長に示し，学校運営に生かしていただく予定でございます。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。 

 

（山中委員）今学校が休校状態になっている中で，５月いっぱいか，もっと伸びる可能

性もある状況の中で，この令和２年度の目標値の回数や達成率であるとか，そういっ

た部分に当然しばられることなく，やはり柔軟に対応していかないことには，これに

こだわってしまえば，どんどん学校現場を締め付けるだけになってしまいます。その

辺りは当然議論されているところだと思うのですが，校長会などの前にはそのような

提案や考え方が提示されると思いますが，いかがでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）本年度におきましては通常ではない事情が重なってきておりま

して，こちらの取組内容につきましては，平時の状況の中での目標とさせていただい

ているところでございます。今後の学校の授業数が確保できない状況が見込まれてい

る中で，山中委員がおっしゃられたように必ずこの目標値でということですと，学校

への負担，保護者への負担，児童生徒への負担というのは必ず出てきますので，そう

いったところを考えながら，教育委員会の中で協議をしながら考えてまいりたいと思

います。 

 

（福嶋委員）やはりこれを柔軟に運用すべき項目と，もう１項目，このようなコロナの

時期があって２か月も学校がなくなり，これからコロナのことでいじめがあったり，
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家庭での教育支援などが必要になってくる場面がおそらく出てくると思います。そう

いった考慮というか，文言を付け加えるべきだと思うのです。これは１年の実行計画

であるわけですので。そして，それを付け加えるのは，ふさわしい部分であり，是非

考慮というか，こういう時期であるからこそ，新たに必要な項目というのを付け加え

ていただいて，ある程度弾力的に，この指標に対しては行うべきであるとか，そのよ

うな再考をお願いできたらありがたいと思います。それを書くことは先生に対しても，

一つの支援というのか，何か道筋になると思うので，教育委員会でも議論していただ

いて，そういう項目を新たに付け加えていただけたら良いと思います。別に過去の実

行計画にこだわる必要はないと思います。 

 

（参事兼教育総務課長）コロナの関係でいろいろな事態があり，学校に対する負担とい

うのは今まで経験したことのないようなものが想定されるということは承知させてい

ただいております。しかしながら，こちらの計画につきましては，基本的には昨年度

策定させていただきました４年間というトータルの中での教育振興基本計画というこ

とで示させていただいた計画でございます。福嶋委員のおっしゃっていただいたもの

につきましては，個々の事情に応じて，計画は計画として進めさせていただくとして，

さらにそういったことへの配慮をして柔軟にしたいと思います。こちらの計画の基本

事業等につきましては，一旦計画として，決めさせていただいたものですので，そこ

を変えるというのは難しいものがございますので，目標値等の修正等につきましては，

あり得るかもしれませんが，基本内容，取組については，今後の４年間の計画期間で

しっかりと進めてまいりたいと，今は考えているところでございます。 

 

（福嶋委員）では，ほかのツールというか手段で，たえずそういったことをお伝えいた

だければと思います。そういった指針を常に発信していただければと思います。 

 

（教育長）貴重な御意見としてお伺いして，今後に生かし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，次の報告事項に移ります。報告事項

２番目の「鳴門教育大学と鈴鹿市教育委員会との連携事業に関する協定について」を

お願いします。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは，報告事項の２番目，「鳴門教育大学と鈴鹿市教育

委員会との連携事業に関する協定」につきまして，説明申し上げます。平成２３年度

から始まりました鳴門教育大学との連携事業は，３年ごとに大学と協議し更新をして

おり，先日３月３１日に新たに協定を締結し，本年度から第４期を迎えることとなり

ました。４ページは，その時の協定書となっております。続いて，１ページを御覧く

ださい。本連携協定は，主に中学校での取組となりますが，これまでの成果を踏まえ，

新学習指導要領の理解に基づく授業力及び組織力の向上を図ることで，子どもたちの

学力向上を目指そうと考えております。その概要につきましては，まず，本市からは，

毎年１名現職教員を教職大学院に派遣し，今日的な教育課題等について実践研究を行
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っております。本年度派遣した教員で延べ１１名でございます。一方，大学の先生方

は，市内中学校を訪問して校内研修や研究授業に参加し，指導助言を行っていただく

とともに，教育委員会事務局が開催する各種会議や研修講座にも参加していただき，

指導助言等を行っていただきます。大学の先生が，中学校を訪問する回数は，１校当

たり年間１・２回と回数は少ないものの，指導主事や大学院の学びを終了した現場教

員等が，大学教員との情報共有を密にしながら，日々の取組を推進しているところで

ございます。このような本市と教育大学との連携は，全国的にも非常に珍しいもので

あり，本市の特色ある教育の取組と言えます。鳴門教育大学の知見を活かし，教員の

授業力向上を推進し，子どもたちの学力向上を図ってまいりたいと考えております。

以上，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。 

 

（吉澤委員）この取組はとても意味があり，良いことだと思います。中学校教員の大学

派遣は１名とお伺いしましたが，１０校ある中でたった１名というのは少し少ないよ

うに思いますが，よろしいのでしょうか。 

 

（教育指導課長）教員につきましては，２年間派遣しておりまして，１年間は大学でず

っと研修し，２年目につきましては半分以上学校の方に所属しながら，学校の取組を

推進していくという形になっております。派遣教員につきましては，学校でも要とな

る教員でもありながら資質の向上を図っていただいて，帰ってきた後に各学校の取組

に役立てていただける，中心になっていただけるよう資質向上を図っていただいてい

ます。ということで，毎年１名という枠の中でさせていただいているのが，現状です。 

 

（山中委員）見解を聞きたいのですが，２の（２）の教員の現状と課題のところで，学校

間で最大４０ポイント以上の開きがあるということなのですが，４０ポイントは相当

大きな開きである気がしますが，この開きを今後具体的にどのような対策で縮めてい

くのでしょうか。縮めることはすごい大きなことで，今後どういった手立て，対策が

考えられるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）授業改善や指導の工夫について，組織的に取組むということについて，

各学校，鳴門教育大学独自のアンケートに関する４０ポイントの差でございまして，

学校によって子どものアウトプット，成績に直に反映していないということを，逆に

先生方が謙虚に捉えていただいた部分であったり，先生方の回答する意識の差がある

ところもありますが，市全体の中学校に対しても，また小学校に対しても引き続き組

織的に取組むということを非常に重要視しているということをお伝えしながら，指導

主事の派遣や修了生の授業改善に生かすアドバイスなども含めて，組織で頑張ろうと

いう取組をそれぞれに，あと低いところにつきましては，より積極的にこちらの方も

投げかけをしているところでございます。 
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（福嶋委員）以前に鳴門教育大学に行ったことがあり，そこで先生方にお話しを聞き，

そこで学生としていらっしゃる鈴鹿市の方にもお話を聞いたことがあります。それか

ら数年経った後でも，その方たちは活発にやっていらっしゃって，頼もしいと思いま

したし，数年経って学校へ行った時に，向こうから声をかけていただいて，実は鳴門

教育大学に行っていたのです，という話で少しお話をさせてもらったことがありまし

た。やはり結構自覚を持っていらっしゃる方が多いのだと思いました。今，派遣され

た教員が１１名とお伺いしたのですが，その方たちは，工夫されて，どのような活動

をされているのでしょうか。 

 

（教育指導課長）今，修了生として学校に戻ってきているのが９名でして，現在派遣し

ているものが２名で，合わせて１１名となっています。修了生の９名については，校

長先生になっている者もいますし，県教育委員会または鈴鹿市の教育委員会の指導主

事としても活躍してもらっている者もいます。それ以外につきましても各校の研修長

であったり，指導教諭などの立ち位置で各校の研修の中心として活躍していただいて

いるのが現状です。 

 

（福嶋委員）鳴門教育大学のほかにも，連携をしていると思いますが，どことどのよう

なことを重点的にしているかということについて，教えていただけますでしょうか。 

 

（教育指導課長）学力の関係で，連携協定をしているのは鳴門教育大学のみになります。

あと，教職大学院への派遣については，小学校の教諭を三重大学の大学院に派遣して

指導力の向上を図っているものが１名おります。 

 

（教育支援課長）外国籍児童・生徒への日本語教育という面で，早稲田大学との連携を

教育支援課でさせていただいております。 

 

（福嶋委員）活発に進んでいるのでしょうか。 

 

（教育支援課長）今年はコロナの影響で，東京から出るなということで，本来であれば

この５月２４日にプロジェクト会議で来ていただいて，いろいろ教えていただく予定

でしたが，今のところそれがストップされている状況でございます。 

 

（教育長）年間数回，東京から来ていただいたり，プロジェクト会議や先生たちの研修

のところで講師をしていただいたりということで，成果物としていろいろなガイドラ

インを作ったり，非常に良い成果があると捉えております。 

 

（福嶋委員）本当に多方面に，いろいろなアドバイスをいただいてということは，良い

ことですね。 

 

（教育長）現場だけで育っていけるものでもなく，やはり大学の先生方の専門的な知見
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をいただきながら成長させていただいているということでございます。 

 

（学校教育課長）もう一つ連携しているところとして，鈴鹿医療科学大学と連携してお

りまして，そちらの方に臨床心理士の資格を取りに現役の教員が行っております。ま

た，こちらの方もコロナの関係で，実際のところ授業の方は，遠隔での授業の準備を

しているところでございます。 

 

（教育長）コロナの影響がいろいろなところで出てきています。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，次の報告事項に移ります。報告事項

３番目の「鈴鹿市立保育所・幼稚園施設整備に関する基本方針（素案）について」を

お願いします。 

 

（参事兼子ども政策課長）それでは，私からは報告事項の３番目「鈴鹿市立保育所・幼

稚園施設整備に関する基本方針（素案）」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。「１ 方針の趣旨」でございますが，本市の就学前施設につきまして

は，令和２年４月現在としまして，公立保育所１０園，公立幼稚園１１園で，うち１

園は休園をしておりますが，計２１園がございます。そのうち，約８６％は，築３０

年以上の老朽化した施設であり，長寿命化のための大規模改修や改築等の施設整備を

計画的，効率的に進める必要がございます。今後の幼児教育・保育ニーズを一元的に

把握し，安心して子育てができる環境を確保するため，現行の「鈴鹿市立保育所施設

整備方針」と「鈴鹿市立幼稚園再編整備計画」を一体化し，新たに基本方針を策定し

ようとするものでございます。「２ 方針の策定に当たって」は，国が進める幼児教育・

保育の無償化の影響を今後の推計や方向性に取り入れ，鈴鹿市子ども・子育て会議の

委員のうち，７名で部会を設置し，意見聴取を行うとともに，令和元年度の公立幼稚

園児の保護者に対してもニーズ調査等を実施し，その結果も踏まえています。また，

平成２８年当時の幼稚園所管部局である教育委員会が外部委員からの意見を取りまと

めた「鈴鹿市立幼稚園の今後の在り方について」においても，公立幼稚園へのニーズ

として３歳児の受入れ，預かり保育の実施のニーズが高いことが示され，それらを実

施している私立幼稚園との違いも利用者数に影響を与えているものと考えられていた

意見も検討し，その結果としてまとめています。現行の「鈴鹿市立保育所施設整備方

針」と「鈴鹿市立幼稚園再編整備計画」については，幼保一元化，認定こども園化と

いった考え方を除き，概ね，整備は完了している状況です。現行の計画及び方針にお

きましては，中学校区別での整備を検討していましたが，幼児教育・保育施設には，

学校区の設定がないこと，利用者が，通勤途上などで子どもを預けている状況や幼児

教育・保育の無償化の影響等を勘案し，中学校区別の考え方を見直し，市内全域を１

区域と考え，検討しております。「３ 市内人口及び利用者数推計」以降につきまして

は，別冊のほうで説明させていただきます。それでは，別冊の「鈴鹿市立保育所・幼

稚園施設整備に関する基本方針（素案）」の４ページを御覧ください。本方針の策定に

当たり，市内の０歳から５歳までの人口の推計，市内の就学前施設全体の利用者の推
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計，各就学前施設の利用者の推計を行いました。人口につきましては，総合計画２０

２３の数値を使用しております。本市の０歳から５歳までの人口の考察につきまして

は，減少傾向にあり，令和１２年度には，平成２９年度より約２３％・２，３６４人

減少する見込みでございます。５ページに示す市内の就学前施設全体の利用者は令和

２年度以降，減少が進み令和１２年度には，平成３１年度より約１６％・      

１，０６６人減少する見込みです。６ページからの保育所・幼稚園等の利用者数の推

移ですが，上段の棒グラフは，私立も含めた数値となっており下段の表で，公立施設

の状況を示しています。６ページの公立保育所の合計定員は１，２５０名ですが，平

成３１年度には，１，０９４名の利用者があり利用率は，８８％です。人口減少が見

込まれる令和１２年度でも，７２％の利用率を想定しており，保護者等の就労形態の

変化により今後も高い水準での利用が見込まれるものと考えています。一方，７ペー

ジに示す公立幼稚園においては，合計定員６５０名に対して，平成３１年度４８７名，

７５％の利用がありますが，令和１２年度の利用率は，４２％を見込んでおり，働く

保護者の増加による影響等が表れている状況です。施設の整備に当たっては，このよ

うな保育の在り方のほか，先ほどの利用者数の推計や施設の老朽化，１０ページ以降

にお示ししております公立施設周辺の私立施設の状況等を総合的に検討いたしました。

別冊９ページから３０ページまでは「７ 市内の就学前施設の現状」といたしまして，

「（１）区域設定の考え方」，「（２）鈴鹿市立幼稚園の休園基準・廃園基準」，１０ペー

ジ以降では，「（３）各公立保育所・公立幼稚園の現状」としまして施設の状況，周辺

の幼児教育・保育施設などの設置状況やそれら施設の定員・在籍数などでございます。

１０ページから１９ページまでは保育所を，２０ページから３０ページは幼稚園を記

載しています。なお，施設ごとに示します円グラフは，当該施設に在籍する児童の住

所地とその人数をお示ししております。別冊３１ページの「８ 公立保育所・公立幼

稚園の役割と今後の方向性」では，まず，（１）では，その役割について「①子育て環

境の整備」から「⑤私立の就学前施設との共存」まで５つの役割を記載し，「（２）公

立保育所の今後の方向性」，３２ページでは，「（３）公立幼稚園の今後の方向性」，３

３ページでは，「（４）公立での幼保一元化・認定こども園化」をお示しし，３４ペー

ジから，「９ 施設整備のまとめ」としております。公立の就学前施設の整備につきま

しては，ニーズの高い公立保育所は，現在の１０か所を当面そのまま存続させ，公立

幼稚園につきましては，令和２年４月に休園となっている箇所を含めて現在の１１か

所のうち，今後も利用ニーズが高いと見込まれます国府・旭が丘・飯野・玉垣・神戸

の５か所に集約を図り，幼児教育・保育体制の整備を図りながら今後３歳児の受入れ

などを検討します。また，幼保一元化，認定こども園化といった考え方につきまして

も，保育所と幼稚園の連携がより一層必要になることを踏まえ，考え方や方針などの

すり合わせを並行して行いながら今後の整備のなかで，検討していこうというもので

ございます。なお，昨今，幼児教育・保育を取り巻く環境は，大きく変化しており，

国の子育て支援策や，社会情勢の変化，保護者のニーズに柔軟に対応していく必要が

あるため，本市の状況等を踏まえまして，必要に応じて随時本方針の見直しを行って

いきます。３５ページは，各施設整備の一覧を，３６ページには，参考資料としまし

て「就学前施設の位置図」を添付しております。今後のスケジュールですが，資料の
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６ページ，概要の８でもお示ししておりますが，本日の教育委員会で御審議をいただ

いた後にパブリックコメントを行う予定としております。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）まず，教えていただきたいことが２点あります。１点目が，今度無償化で

どういった変化が生じてきつつあるのか，あるいは生じてきたかということ，２点目

が認定こども園化ということについて，２園あると聞いていまして，イメージが少し

わかりにくいので，具体的にこのようなものを認定こども園というのを教えていただ

きたいです。 

 

（参事兼子ども育成課長）まず，幼児教育・保育の無償化の影響について，明らかな数

字として今出てきているのが，私立幼稚園のニーズが増えたというところです。３，

４，５歳が無償化になり，私立幼稚園のニーズは増え，それに伴い，公立幼稚園の園

児数が極端に減ったというところは感じております。それがこの７ページの利用者数

の推移にも表れておりまして，公立幼稚園の平成３１年度の合計数が４８７名，今年

度が３９７名ということで，９０名の減となっております。今後どのように推移する

かというところについては，まだまだこの影響を受けると予想しております。私立幼

稚園では，今年３歳児になる２歳児の受入をしておりますので，来年度の公立幼稚園

の園児募集をした時には，もう少し顕著な数字が表れるのではないかと予想していま

す。 

 

（福嶋委員）私立の方により進むということでしょうか。 

 

（参事兼子ども育成課長）その通りです。 

 

（福嶋委員）保育園の方はどうなのでしょうか。 

 

（参事兼子ども育成課長）保育所は，基本的に入園には就労などの要件が必要ですので，

その影響は少ないです。どちらかというと，無償化が実施されたことによって，より

働く保護者の方が増えたという印象がございます。あと，認定こども園ですが，現在，

市内に公立の認定こども園はなく，私立は，今年度新たに２園増えましたので，合計

５園になりました。保育所と幼稚園の合体型のようなところなのですが，認定こども

園には保育所要件の，就労等を要件として入所をしている子と，幼稚園の要件で入っ

ている子と二種類の子どもさんがいます。例えば３歳児の就労要件で入っている子と，

幼稚園に入っている子がいたとすると，幼稚園は２時に終わりますので，幼稚園の子

は２時で帰ります。そして，保育所の子は標準時間まで保育を受けることになります。

これが認定こども園であり，保育所要件で入っている保護者の方が，何かの都合で仕

事を辞めた場合にも，保育所であれば退所する形になるのですが，認定こども園であ



16 

れば幼稚園へ移ることができ，退所せずに済むという利点がございます。 

 

（福嶋委員）そうすると幼保一元化と認定こども園というのは，ほとんど一緒の中身と

いうことでしょうか。 

 

（参事兼子ども育成課長）概ね一緒です。ここで，当面玉垣保育所と玉垣幼稚園におい

て，幼保一元化を目指しますとさせていただいてあるのは，一元化というのは，同じ

敷地の中に別々の建物が建っており，そこで，園児や職員の交流から始めさせていた

だいて，保育の内容等のすり合わせをしたうえで，やがては認定こども園化をしてい

くというイメージで考えております。 

 

（福嶋委員）そうすると，私立が認定こども園になったのが５園になったということで

すね。私立も認定こども園になる方が，やはり良いわけなのですね。認定こども園に

なると，たくさんの子どもを得られるということなのでしょうか。何か良い面があっ

て積極的になっているのでしょうか。 

 

（参事兼子ども育成課長）先ほど申し上げましたように保護者ニーズというところで，

保護者の方が仕事を辞めても退園せずに済むという利点がございますので，ニーズは

確かにあります。国の流れとしても，国が認定こども園化を推奨しておりますので，

そういった点で移行するという園が増えてきているのも事実です。 

 

（福嶋委員）そうすると認定こども園になりたいと言ってきているのは，大きな私立幼

稚園が多いのでしょうか。中くらいが多いのでしょうか。その辺りの傾向はないので

しょうか。 

 

（参事兼子ども育成課長）一概にはそうとも言えません。地域性などが関係しているよ

うに感じます。例えば団地が増えているようなところだと，そこの子どもさんたちを

見込んで，認定こども園化をして，定員を増やすなどを申し出する園がございます。

地域性の方が大きいと思います。 

 

（福嶋委員）５園というと，どこになるのでしょうか。 

 

（参事兼子ども育成課長）平成２９年度に，郡山町サン認定こども園と，白百合幼稚園

認定こども園，長太のほうりん認定こども園が移行しました。本年度から高岡のほう

りん保育園が高岡ほうりん認定こども園になり，石薬師保育園が石薬師認定こども園

になりました。その５園になります。 

 

（吉澤委員）よく似た質問になるのですが，それプラス今は幼稚園児が減ってきていて，

保育園児というのは益々増えて，少し待たなければいけない親御さんもいるようなの

ですが，そういったことは幼保一元化によって解消されますでしょうか。 



17 

 

（参事兼子ども育成課長）第一希望の園に入っていただくということを考えた時には，

思い通りのところに入れないという場合もあります。ただ，鈴鹿市全体で考えた時に

保育所の定員数と希望する園児の数を比べた時には待機児童は出ないようになってい

ますので，そういった面で，数字上ではまかなえているという状況でございます。 

 

（教育長）現状や今後の方針というような方向性といったところで，たくさんの御意見，

御質問をいただいたわけですが，保育所・幼稚園の施設整備に関する基本方針に関し

ての御質問，御意見はいかがでしょうか。 

 

（福嶋委員）将来少なくなるということなのですが，保護者さんはお子さんを個々に送

っていくというイメージなのでしょうか。それともバスが走るというイメージなので

しょうか。 

 

（参事兼子ども育成課長）基本的には，今も中学校区に１つということで園が存続して

いますので，保護者の方の送り迎えということでお願いしています。 

 

（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，次の報

告事項に移ります。報告事項４番目の「新型コロナウイルス感染症に関する対応につ

いて」をお願いします。 

 

（参事兼教育総務課長）それでは，報告事項の４番目,「新型コロナウイルス感染症に関

する対応」について報告させていただきます。資料に沿って説明させていただきます

が，本日，三重県の教育委員会から県立高等学校の５月６日までの休業措置について，

５月３１日まで延長するという通知をいただきました。このことから，鈴鹿市では新

型コロナウイルス感染症対策本部会議を午前中に開かさせていただきまして，現在５

月６日までの措置を取らさせていただいている休業措置につきまして，三重県の県立

高校の広域的な感染症対策の考え方にあわせて，５月３１日まで休業措置を延長させ

ていただくことを決めさせていただいたということをまず報告させていただきます。

続きまして，同じく決定させていただきました事項についてでございますが，６月１

日から学校を再開させていただきます。これにつきましては，現在の予定ではござい

ますが，７月後半からの夏休みにつきましては，縮小をさせていただくことを決めさ

せていただきました。これは７月３１日までを１学期の期間とすることで決定をさせ

ていただいたところでございます。８月の夏休みにつきましては，８月１日から８月

２３日までの２３日間とさせていただきまして，２学期の始業につきましても例年よ

り早く，８月２４日（月）から２学期の始業をさせていただくということも合わせて

決めさせていただいたところでございます。こちらが感染症対策の中で，学校等の再

開等に関する新しい情報でございます。それでは，感染症対策につきまして，３月か

らの流れということも含めながら，一度整理しながら報告をさせていただきたいと考

えております。まず起因しておりますのが，令和２年２月２８日に文部科学省の新型
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コロナウイルス感染症対策のための小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校にお

ける一斉休業についてという通知をいただいているところでございます。この通知を

踏まえまして，３月２日から３月２５日まで臨時休業とさせていただきました。その

間の卒業式だけは，開催することとしまして，中学校の卒業式は，当初３月６日（金）

を１０日遅らせて，３月１６日（月）に行い，小学校の卒業式は，３月１９日（木）

に行いました。それぞれ縮小型ということで，卒業生の保護者は２名までということ

で，規模を縮小して実施しました。また，３月１１日（水）には，市内の状況を踏ま

えて，２３日（月）からの学校再開を行い，２５日（水）に修了式を行うことができ

ました。翌日の３月２６日（木）から４月５日（日）まで春休みとし，新年度の始業

式は４月６日（月）からの予定でありました。しかしながら，春休み期間中の３月３

０日（月）に保健所から市内で新型コロナウイルス感染症陽性判定者が確認されたこ

との報告を受けました。このことから４月６日（月）から４月１２日（日）まで再び

学校を臨時休業とし，始業式を４月１３日（月）に１週間延期しました。ようやく４

月１３日（月）に始業式と１４日（火）に入学式を行うことができましたが，４月１

０日（金）に三重県が県立高校の臨時休業を５月６日（水）まで延長したことと，同

日１４日に「鈴鹿市・亀山市緊急共同アクション」において広域的な感染症対策が必

要であるとして，三重県の方針と合わせて，４月１６日（木）から５月６日（水）ま

での臨時休業の延長を決定しました。この間に予定していた登校日につきましても，

三重県教育委員会の方針に合わせて見送っている状況でございます。次に８ページ，

「２ 臨時休業中の対応」であります。子どもたちは登校はできませんが，教職員は

通常業務となります。「（１） 学習保障」として，家庭訪問をするなどにより，学習

プリントを配布する，オンライン学習に向けた動画作成を行う取組も行っています。

「（２） 家庭との定期的な連絡」として電話やメール配信を行い，このような状況で

あるからこそ，保護者と学校のつながりを保ち，信頼関係を築くため，定期的な連絡

を行っています。また，「（３） 適応指導教室及び人権教育センター等での対応」に

つきましても児童生徒の状況に応じて個別に連絡を取り対応をしています。「（４） 子

育て支援への協力」としまして，各家庭での見守りがどうしても困難な児童について，

保護者の申し出があれば，各学校での子どもの滞在を認めて，教職員の交代により図

書室等で見守りをしています。「（５） 教職員の勤務等」としまして体温測定を行い，

健康状態を確認するとともに，また，不要不急の外出の禁止，懇親会などの自粛など

自身でできる基本的な感染予防を徹底しています。また，全職員が一同職員室で業務

を執り行うのでなく，各教室に分かれて勤務するなど密にならない工夫も行っていま

す。続きまして，「３ 学校での感染予防対策等」についてです。「（１） 登校前の各

家庭での健康状態の把握について」としまして，今後再開した場合には，登校前に体

温測定を行ってもらいます。また，風邪の症状等で発熱がある場合には，休んでいた

だくこととしています。９ページを御覧ください。これは学校でやらなければならな

い感染症対策です。学校生活につきましては，基本的な予防行為につきまして，教職

員が意識して全員が確実に行うことが感染症対策に重要と考えております。教職員は

マスク着用を必須とし，園児児童生徒にもマスクの着用を促し，手洗いも励行します。

また，窓を開け，常に教室の換気を良くして，風通りを良くし，密閉をさけます。可
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能な限り，机の間隔もあけ，密集状態の緩和を工夫します。４月１３日から１５日の

短い期間の学校の再開ではありましたが，各学校で実行していただきました。再開後

の授業のあり方についても，今後制限を掛けることとしまして，本年度は，夏季の体

育において水泳授業は中止としました。また，音楽においては大きな発声が伴います

ので，合唱などを控えることにしました。「②学校外での学習について」，年間を通じ

て，たくさんの学校外での学習活動があります。１学期に予定していました修学旅行

は，２学期以降に延期しました。市外への社会見学や遠足も２学期以降に延長しまし

た。また，中学校の職場体験学習や音楽会も中止するなど学校外での学習は，取りや

めることとしました。３点目としまして「（３）児童生徒への配慮事項」です。学校も

休みで家庭からの外出も控えているような状況で，子どもたちの不安やストレスは蓄

積されてきており，学校休業中も，今後，学校が再開されたとしても児童生徒への心

のケアは大変重要でありますので，関係課と連携協力して子ども達の心のケアを進め

ていきたいと考えています。また，②として非常に大事なところでございまして，感

染者，濃厚接触者に対する偏見や差別について，現在，市内の感染者の確認はみられ

ませんが，感染者に対する偏見や差別をしない許されないこととして，適切な知識を

理解してもらうような指導を行っていきます。以上については，臨時の校長会などを

通じて，各学校で教職員に徹底するように指導させていただいております。最後に「４ 

市教育委員会事務局としての対応」としまして，臨時休業や学校再開に伴う情勢把握

及び様々な対応等の情報発信について，本年度は，市民生活の見通しが立たず，今後

の学校再開も予定であり確実とは言い切れない状況もあります。このような中，ＳＮ

Ｓなど不確かな情報の拡散もたくさんみられます。学校や教職員及び児童生徒，保護

者が混乱しないような正確な情報を適切に発信し，啓発にも努めてまいりたいと考え

ております。また，市主催行事や研修講座などの実施方法等の見直し，市医師会や保

健所等と連携した対応方針及び体制等の検討を行っていきます。この困難な状況では

ありますが，この時期だからこそ従来の考え方にとらわれないＩＣＴ教育など授業改

善につながるアイデアも考え，大胆に進めることができると思います。感染症の拡散

が治まったときには，以前よりも学校が良くなったといわれるように教育委員会事務

局と学校が連携しながら，しっかりと対応をしていきたいと考えております。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。 

 

（山中委員）合唱は最小限とし，という部分で，説明の中では，合唱は控えるとありま

したが，最小限イコール控えるということになるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）感染拡大防止対策の一環として，合唱は最小限という表現を取らせて

もらったのですが，今の現状では控えるように，自粛するようにということも付け加

えながら発信させてもらっています。間隔をあけるとか，マスクを着用してといった

いろいろな工夫もあると思いますが，現在のところは控えるような指導をしておりま

す。 
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（山中委員）それで適切だと思います。抽象的な表現というのは一番現場が混乱します

ので，ソーシャルディスタンスにしても２メートルなど具体的な数字もあがっていま

すので，そういう形で，どうしたらよいのかわからないような抽象的な表現は，なる

べく控えた方が良いと思いますので，よろしくお願いいたします。それからもう一点

は最近医療従事者や家族への偏見というのが，メディアなどでも取り上げられて，感

謝しようなど言われているわけですが，自分が見ていて不満なところがあります。そ

れは感謝しましょうとか，これもまた抽象的なのです。やはり教育委員会であるなら

ば，人権教育の中でどういったことを具体的に対策を取っていけば良いのか，これも

徹底して具体的に対応する，子どもたちに具体的な動きを教えていくということも，

人権教育だと思います。考えさせる道徳というのも当然必要なのですが，時と場合に

よっては，許されないのだ，こういう場合はこうするのだという明確な方向性，具体

的な行動，それをやはり子どもたちに提示していくということが，今，本当に求めら

れているのではないかと思います。この間，桜島小学校と旭が丘小学校に連れていっ

ていただいて，見させてもらったのですが，やはりその学校でも陸上競技に参加して

いた子どもたちが，どういった立場に置かれているかということを校長先生から教え

ていただいて，その子どもたちが本当に敏感に，過敏になっていました。ＳＮＳの内

容も見せていただいて，その時まで内容を知らなかったのですが，本当に許されない

ような，さも正義感ぶった，私は正しいのだというような方向で保護者の方たちが情

報を流し合っているという残念な動きもありました。それに対抗していくには，やは

り具体的な情報というのが必要だと思いますので，大事にしていってほしいと思いま

す。 

 

（福嶋委員）そうすると，５月中は，全く分散的な登校日もなしということになるので

しょうか。 

 

（教育指導課長）登校日の設定もなしということで，指導しております。 

 

（福嶋委員）そうすると，学校と保護者と子どもたちがつながる，顔を見る機会がなく

なってきているのですが，そこを例えば訪問する，窓口までは行くとかメールで送る，

お手紙を出すとか，インターネットを使って，勉強だけでなくてお話などをしてつな

がりということについて，努力をしていただいて，落ちこぼれる子どもたちが結構い

ると思います。そういう落ちこぼれたりとか，過度に家庭が敏感になっているところ

もあると思います。そういう面をなるべくフォローしていただくということをお願い

したいと思います。それからうまくいけば，６月から授業が始まってくると思うので

すが，密閉を避けるということで，窓を開けての授業となると思うのですが，クーラ

ーと窓の開け閉めや，子どもたちはマスクを付けるのも嫌になるということもあると

思いますので，どのようにお考えになるのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）エアコンを完備しているという状況ではありますが，密閉を避
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けるということを同時にしていかなくてはならないと思いますので，併用をしながら，

できるだけ密閉を避けながら，３つの密の１つでも２つでも解消できるような方法を

対策として取っていきたいと考えています。また，マスクにつきましても，子どもた

ちが暑くなってくる中で，着用がなかなかできないということもありますが，感染症

対策としては現在のところ，マスク着用というのは非常に有効であると考えておりま

すので，徹底して暑くても我慢して付けていただくような指導に努めていきたいと考

えています。 

 

（福嶋委員）学校が始まって，もし感染者が出た，お子さんが感染した時というのは，

どのような学校対応になるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）市の対策本部会議の方で，そういった話題に触れながら教育委員会と

しての方向性のあり方，ガイドラインというのも今考えているところでありますが，

そういったことに沿いながら各学校に指示をしていきたいと思います。一義的には市

の対策本部会議で協議していただいいて，臨時休業等の判断をしていただこうと思っ

ております。 

 

（福嶋委員）私もこの前，創徳中と神戸，飯野小学校と行ってきたのですが，それぞれ

先生方がいろいろ工夫されており，嬉しかったです。ある学校では，例えば社会科の

先生は社会科のドリルなどを工夫して考えてはいるけれども，ほかの学校の先生と協

力し合ってより良いものにとか，少し労力を減らすとか，そういうことも考えたら良

いというようなこともおっしゃってみえたし，校長先生が，例えば本を読むことは大

事ですので，本をお届けできないかという話もされていました。それプラス，本を読

んだ感想やこんなのが書いてあるとか，お手紙も届けられたら良いということも考え

られると思います。従来の考え方とは違ったアナログで良いですし，高度なことでも

良いのですが，あらゆるいろいろな方法で知恵を出し合っていただければありがたい

と思います。 

 

（教育長）本当に先生方は，子どもたちとどのようにつながっていこうか，学びを保障

していこうかと一生懸命考えて，試行錯誤で頑張っておりますので，教育委員会とし

てもしっかりと支援していきたいと思います。 

 

（福嶋委員）印象としては，しょぼんとしているのではなくて，結構ファイトで頑張っ

て，どうやったら良いかということを積極的に考えていらっしゃるようでした。 

 

（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）｢令和２年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）令和２年５月教育委員会定例会でございますが，令和２年５月
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２６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,令和２年５月教育委員会定例会を令和２年５月２６

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２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５時０５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 

 


