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令和２年５月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 令和２年５月２６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（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），地域協働課長（伊川歩），文化振興課長

（髙﨑知奈美），文化財課長（野呂和伸），参事兼図書館長（岡田和之），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（令和２年度鈴鹿市教育費第１号補正予算案）の承認について 

（学校教育課） 

（２）令和２年度鈴鹿市教育費第３号補正予算案について 

（教育総務課・教育政策課・学校教育課）

（３）工事請負契約について（鈴鹿市立石薬師小学校屋内運動場増改築工事） 

（教育総務課） 

（４）令和２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）

（５）令和２年度鈴鹿市社会教育委員の委嘱について         （文化振興課）

（６）令和２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）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）

（２）令和２年度 夏季休業日の変更について            （学校教育課）

（３）令和２年度園児，児童，生徒数について     （学校教育課・子ども育成課）

（４）令和２年度「よい歯のコンクール」について                    （学校教育課） 

（５）伊勢型紙資料館 新蔵企画展「新収蔵品展」について      （文化財課） 

（６）大黒屋光太夫記念館 企画展「光太夫の里がえり」について      （文化財課） 

 

７ その他 

（１）令和２年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 １名 
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（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２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。議案第１９５４号「専決 令和２年度鈴鹿市教

育費第１号補正予算案の承認について」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，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２年度鈴鹿市教育費

第１号補正予算案について，「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，私からは，教育費全体の補正額について，説明いた

します。議案書２ページを御覧ください。１番の表の教育費補正額でございますが，

補正前の額は，６０億２,９６９万５千円でございます。今回の補正は，９３５万円の

増額補正を行うものでございまして，補正後の額は，６０億３,９０４万５千円となり

ます。次に，増額補正９３５万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。私からの説明は，以上でございます。 

 

（学校教育課長）それでは，私からは２番の表の教育費補正額内訳につきまして，説明

いたします。項 小学校費，目 学校管理費の新型コロナウイルス学校内感染防止対

策事業費の６４３万５千円でございますが，小学校再開後の新型コロナウイルスの感

染防止対策の緊急措置としまして，小学校の児童及び教職員約１２,０００人分のフ

ェイスシールドをはじめ，防護服４５０着，非接触型体温計３０校分を購入するため

の費用でございます。次に，項 中学校費，目 学校管理費の新型コロナウイルス学

校内感染防止対策事業費の２９１万５千円でございますが，同じく，中学校の生徒及

び教職員約６,０００人分のフェイスシ－ルドをはじめ，防護服１５０着，１０校分の

非接触型体温計を購入するための費用でございます。本補正予算案につきましては，

学校再開後の緊急やむを得ない措置としまして，先の令和２年５月１３日の５月開会

議会に上程し，議決をいただいております。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）フェイスシ－ルドと防護服と体温計は，実際どのような使い方をするのか

教えてください。 

 

（学校教育課長）フェイスシ－ルドに関しましては，主に理科の実験や，やむを得ず子

どもたちが頭を寄せ合って競技を行う場面などそのような時と，給食の時の配膳，ま
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た合唱の時，歌を歌う時は当然離れてはいますが，使うことができるのではないかと

考えています。防護服については，学校が再開いたしますと，定期健診があり，その

健診の校医さんたちの防護服，それから養護教諭の防護服を予定しています。非接触

型体温計については，発熱が疑われる子どもが，保健室や職員室に来た時に体温を測

るものと考えております。 

 

（福嶋委員）そうしますと，合唱はフェイスシールドをして可能であるということでし

ょうか。 

 

（教育指導課長）教育指導課から各学校には，フェイスシールドを着用した後，ひとり

一人の間隔は２メートル弱あけるようにという指導を行いながら，合唱指導を行う方

向で考えております。 

 

（福嶋委員）なるべく制限はしたくないので，それは良いなと思いました。 

 

（山中委員）大変結構な取組だと思います。フェイスシールドの各学校での管理につい

て，理科実験や合唱等で常時使っているものでもなさそうですし，１人１個ずつある

わけですが，衛生面などいろいろ気を使わなければいけないところも出てくると思い

ますが，その辺は学校対応になるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）まず保管に関しては，個人持ちということになっておりまして，それ

ぞれビニール袋，ポリ袋，レジ袋などを利用してそれぞれ個人の横に掛ける形で保管

を行いたいと思っております。また，衛生面については，使った後はアルコール消毒

を行うなど，各クラスで行っていくことになっております。 

 

（下古谷委員）防護シールドという形で，最後に衛生面でアルコール消毒をされるとい

うことですが，こちらの予算ですと特にアルコールの予算がないのですが，消毒用ア

ルコールについては，予算的配慮というのはなかったのでしょうか。 

 

（学校教育課長）前年の補正予算でアルコールを購入しておりまして，ついこの前，健

診用ではありますが，十分なアルコールを配布しておりますので，健診が終わった後，

恐らくアルコールも余ってまいりまして，また，この後アルコールも発注しておりま

すので，引き続き学校の方に渡してい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１９５４号「専決 令和２年度鈴鹿市教育費第１号補正予算案の承認

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 
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（教育長）御異議がないようですので，議案第１９５４号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）次に，議案第１９５５号「令和２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２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，「令和２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，教育政策課の順に説明申し上げます。議案書の４

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，

６０億３,９０４万５千円でございます。今回の補正は，８億８，６６３万８千円の増

額をお願いするものでございまして，補正後の額は，６９億２，５６８万３千円とな

ります。次に，補正額８億８，６６３万８千円の財源内訳でございますが，国・県支

出金３億３，５４５万９千円，地方債１億７，９７０万円，その他９１０万８千円，

一般財源３億６，２３７万１千円でございます。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。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」２億７，８２９万４千円でございますが，これは，

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策により，公立学校施設の衛生環境を改善する

ための学校トイレの洋式化及び乾式化改修に対する補助事業が創設されましたことか

ら，令和３年度に予定しておりました明生小学校，箕田小学校，栄小学校，鼓ヶ浦小

学校の改修工事を前倒しで実施するものでございます。続きまして，項 保健体育費，

目 保健体育総務費の「学校給食管理費」１，２１４万５千円でございますが，３月

の学校給食休止による食材費等の保護者負担を避けるために，各学校給食物資納入業

者に対して損失相当分を補償金として，キャンセルできなかった食材費を負担してい

る鈴鹿市学校給食協会へは負担金として交付するものでございます。次に「３ 地方

債補正」について，こちらは小学校施設整備事業として，変更前が４億４７０万円，

変更後が５億８，４４０万円という地方債補正の追加をさせていただきます。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。 

 

（参事兼教育政策課長）引き続き，教育政策課所管分について，説明いたします。項 教

育総務費，目 教育振興費のＧＩＧＡスクール構想推進費についてでございます。令

和２年２月臨時会で校内情報ネットワークの整備及び全ての児童生徒の 1 人１台端末
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の実現に向け，初年度分といたしまして小中学校４０校の校内通信ネットワーク等の

整備，そして小学５，６年生及び中学１年生を対象に１人１台の児童生徒用のコンピ

ュータ端末の整備等に係る補正予算案の承認をいただきました。今回の補正予算は，

それに加えてさらに中学２，３年生及び小学１年生から４年生まで，全ての児童生徒

用のコンピュータ端末整備費用を増額するものでございます。なお，財源内訳といた

しまして，国庫補助２億３，６９２万５千円を予定しております。 

 

（学校教育課長）続きまして，項 小学校費，目 学校管理費，新型コロナウイルス感

染症予防学校運営体制支援事業費の３７９万２千円につきまして，学校が再開されま

した後，各学校の業務支援員としまして市内小学校７校に７人を配置したいと考えて

おります。新型コロナウイルス感染症のための学習環境の保障といたしまして，業務

に関しましては，４．５時間を１８０日考えており，消毒や先生方の印刷の補助を考

えております。次に，項 中学校費，目 学校管理費の新型コロナウイルス感染症予

防学校運営体制支援事業費の１６２万７千円につきまして，市内中学校３校に３人を

同じ目的で配置したいと考えております。よろしくお願いいたします。 

 

（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）ＧＩＧＡスクール構想について，これで１人１台端末になりますと，学校

で使ったり，あるいはステイホームの時に使ったりということになるのかと思います。

実際に子どもたちが使いこなせる時期や，能力的にもその辺りをどのようにやってい

くのか，今考えられる課題はどのようなものかということを教えていただけますでし

ょうか。 

 

（参事兼教育政策課長）１人１台の環境がようやく実現されるということになるのです

が，基本的にはＧＩＧＡスクール構想は，学校での利用が大前提となっております。

そのために，校内ネットワークの整備をし，ＷｉＦｉ環境で子どもたちに授業で使っ

ていただきます。ただ，この新型コロナウイルス感染症防止対策として，在宅という

こともあるのですが，その際の利用につきましては，現在各児童生徒の家庭でのイン

ターネット環境を調べておりますが，やはり何パーセントかが全くないというところ

もございますので，そういったところの利用は難しいと思います。ただ，場合によっ

ては家庭での利用というのも考えられるのですが，まずは学校で使っていただく。そ

して，学校でも現在臨時休業中の間に，入れ替わりで学校に来ている子どもたちもい

ますので，そういったところで，学校での利用といった方が，先生の指導のタイミン

グも良いのではないのかと考えています。課題としまして，整備をようやく昨年度末

に終えたところであり，先生方の利用もまだ本番環境，授業での使用というのがほと

んどできていない状況になっておりますので，そういったところにＩＣＴ支援員が入

ってはおりますが，使えるようになるのに，どこまでいけるのかというところは課題

であると思っております。 

 



6 

（福嶋委員）実際に１人１台手元に来るのは，いつぐらいになるのでしょうか。 

 

（参事兼教育政策課長）まず，予算を認めていただかないことには調達ができません。

それから今回のＧＩＧＡスクール構想に関しましては，全国的に調達が始まるという

ことになりますので，恐らく児童生徒数の数だけ取り合いになるということになると，

調達のタイミングにもよりますが，年末くらいに入れば早いほうだと思っています。

鈴鹿市の場合でも１万台を超える調達になりますので，その用意というのは時間がか

かると思います。 

 

（福嶋委員）円滑に皆が使いこなせるようになるのは，だいぶ先なのでしょうか。どれ

くらいかかるとお考えでしょうか。 

 

（参事兼教育政策課長）利用については，今回 Googleのアカウントというものを各児童

生徒に既に配っています。そういった中で，G suite を使い，利用しているお子さん

もいらっしゃいますので，まず触ることはできるのかなと。ただ，小学１年生から全

てできるかというと少し難しいかと思っております。ただ，昨年度末に整備した児童

生徒用端末も３，２００台ございます。恐らく６限授業であれば１時間に１回くらい

は触れる端末数が各学校に配布されていると思いますので，それで少しずつ慣れてい

けば，実際に端末が全員分入ったときには，使えるようになっているのではないかと

いう期待も持っております。 

 

（下古谷委員）教員側のスキルアップが必要だと思いましたが，研修などは予定されて

いるのでしょうか。 

 

（参事兼教育政策課長）昨年度の補正予算で認めていただいたＩＣＴ支援員が配置され

ています。各学校には２週間に１回の割合で訪問するようにということで，４月も既

に入ってはおります。ですからそういったところで，先生方には操作のタイミングや

どういったことをすれば良いということを学んでいただけるのかなと思います。もう

一つ初年度としては，報道されているようなオンライン授業をするということではな

く，学校の授業として大型提示装置，プロジェクターとパソコンをつないだ形で，教

材の提示であったり，課題の提示であったり，そういったものができるようになって

くると次に進むのかなと思っております。 

 

（下古谷委員）教員側から発言をさせていただきます。自分が勉強してやっている時に，

あれがわからないとか，ここが難しいという課題を拾い上げるというシステムを学校

の中に構築されているのでしょうか。 

 

（参事兼教育政策課長）利用について，ＩＣＴ支援員が入っていく時に問い合わせをい

ただくというのも一つですし，それから普段からわからないことがあればヘルプデス

クを設けております。これはＩＣＴ基盤の構築事業者であるＮＴＴデータさんのほう
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で作っていただいているのですが，そこへ問い合わせをいただくということもできる

ようにしてあります。 

 

（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１９５５号「令和２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１９５５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１９５６号｢工事請負契約の締結について」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石薬師小学校屋

内運動場増改築工事について，相手方と工事請負契約を締結するに当たり，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）鈴鹿市立石薬師小学校屋内運動場増改築工事の請負契約の締結

について説明申し上げます。石薬師小学校屋内運動場増改築工事の請負契約につきま

しては，契約金額が３億５，７５０万円で，鈴南建設株式会社と議決の日から令和３

年３月２０日までを工事期間として，工事請負契約を締結しようとするものでござい

ます。建物の概要でございますが，６ページを御覧ください。こちらは石薬師小学校

の場所でございます。こちらに続きまして，７ページを御覧ください。現在は小学校

用地となっております石薬師幼稚園の跡地に，鉄筋コンクリート造，一部木造の平屋

建て，床面積９６１平方メートルの屋内運動場を建築するものでございます。この工

事により，現在，小学校で必要とされている面積や規模，建物の安全性や機能性を確

保でき，児童が安心して楽しく学校生活を送ることができるとともに，災害時には地

域住民の避難所機能を果たすことが可能となります。なお，建物の配置等につきまし

ては，７ページにもございますし，そのほか詳細図につきましては８ページから９ペ

ージまで資料として，お示しさせていただいております。よろしく御審議賜りますよ

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）今，東南海地震が騒がれていますが，耐震基準が満たされていない屋内運
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動場というのはたくさんあるのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）現在，市立小中学校の屋内運動場は，既に耐震補強等の耐震改

修工事等を行っていますので，耐震に限っての基準は全て満たしており，古い体育館

もございますが，安全な状態で御使用いただいています。 

 

（下古谷委員）例えば避難所として使用する場合，最近ですと各家族を段ボールで仕切

ったり，テントのようなもので区切っていくというようなことが言われていると思い

ますが，もしそういう予定があるのであれば，例えばこの体育館の図面でいけば倉庫

というところが見当たりませんが，そういったところは考えていないのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）現在，防災危機管理課のほうで段ボールベッドなど災害時の施

設において必要な備品については，準備をさせていただいているところであります。

これらについては，体育館の器具庫の中に配置することで予定をしています。また，

体育館での保管に限らず，学校内でも余裕のある空きスペースがありましたら，校長

先生と協議を行い，保管場所として有効に活用していくとも伺っております。 

 

（下古谷委員）建てられるのがプールの上の幼稚園の跡地ということですが，そうする

と現在建っている屋内運動場がなくなるということで，なくなった後の使用予定が決

まっていれば教えてください。 

 

（参事兼教育総務課長）このことにつきましては，地元の建設委員さんと協議させてい

ただくと共に，学校とも協議を重ねてきました。今回，建築する屋内運動場の位置と

運動場の間には，もともと南北に道路が通っておりました。この道路を廃止すること

で，東西の学校用地を一体とし，学校敷地をつなぐ 

ことをもって，今回の計画を作りました。この屋内運動場の北側にある道路は，中央の

道路を廃止しても人や車の動線が切断されないように昨年度に建設しました道路にな

ります。石薬師小学校の敷地がプールの敷地も含めて広くなったということで，先ほ

ど御質問いただきました現在の屋内運動場は，来年度に解体させていただくと共に，

バックネットがこの資料に斜めの線で引いてありますが，これが運動場の真ん中に残

ります。これも北側へ移設して，グラウンドを広く活用していく予定でございます。

また，新しい屋内運動場と校舎棟の距離が離れていますので，これをつなぐ渡り廊下

のような通路を配置させていただく計画をしています。 

 

（福嶋委員）契約の相手方の鈴南建設というのは，どうやって決まって，どのような会

社なのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）一般競争入札で市内の業者及び適正規模の工事ができる業者を

選定させていただきまして，その中で落札いただきました。 
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（福嶋委員）入札は何社入ったのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）入札に参加されたのは５社です。 

 

（山中委員）工期が令和３年の３月２０日までということで，今このコロナの状況で建

設業界がどのようになっているのかわかりませんが，そういった影響はないのでしょ

うか。また，３月２０日といいますと，卒業式などの取扱いはどのようになってくる

のでしょうか。現屋内運動場は，取り壊しは後になるのかと想像しますが。その辺い

かがでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）この工事につきましてはコロナの影響というのは，今のところ

は確認させていただいておりませんので，その中で今後の予定が順調であれば来年の

３月２０日までに竣工できて，来年の卒業式は新しい施設を使ってということを目指

して進めていきたいと考えております。このコロナの影響につきましては，建設業界

の中でも，いろいろ心配されているところではありますが，そこにつきましては請負

業者への管理監督等徹底させていただき，進めてきたいと考えています。また，旧屋

内運動場の取り壊しにつきましては，来年度に予算計上をさせていただき，全ての解

体をしていくことで考えております。 

 

（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１９５６号｢工事請負契約の締結について」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１９５６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１９５７号｢令和２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１９５７号「令和２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。１１ページを御覧ください。

御覧いただいているものは，令和２年度鈴鹿市公民館運営審議会委員名簿でございま
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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，学識経験のあるものの中から，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，条例で定める１年とし，令

和２年６月１日から令和３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，鈴鹿市立稲生幼

稚園長の清水由紀子様，鈴鹿市立旭が丘小学校長の髙藤富子様，鈴鹿市立天栄中学校

長の須藤雅哉様でございます。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

長の森川克美様，鈴鹿市ＰＴＡ連合会顧問の野間いづみ様，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ため，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。 

 

（福嶋委員）今まで知らなかったのですが，鈴鹿市生活学校というのはどのようなこと

をされているのでしょうか。 

 

（文化振興課長）文化振興課の方でお付き合いがございますので，説明させていただき

ます。日々市民が生活する中で，特に消費者という視点から様々な生活に役に立つ知

識や情報交換などを発信されたり，講座や催し物をされながら，日々の生活を良くし

ましょう，豊かに過ごしていきましょうというような活動をされてみえる市民活動団

体さんでございます。 

 

（福嶋委員）市民活動の団体さんなのですね。 

 

（文化振興課長）分類としては社会教育関係団体とも言いますし，市民活動団体でもあ

ります。 

 

（山中委員）昨年度は公民館運営審議会というのは何回ほど開かれているのでしょうか。 

 

（地域協働課長）公民館運営審議会は，ここ数年開催された実績はございません。本来

この公民館運営審議会は必要を求められる協議事項があれば積極的に開催をしていく

ということになろうかと思いますが，ここ数年開催されていないというのが事実であ

ります。ただ，公民館の企画，運営については，各地域で公民館運営委員会というの

がございますので，その中で地域ごとでの企画，運営はされており，現実的には公民

館の使用料の値上げであるとか，市民サービスに影響を及ぼすような提案が必要な場
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合や変更などがございますと運営審議会を開いていく必要があるのかと思います。 

 

（福嶋委員）今回公民館がコロナの影響で使用できないということが結構な間あったの

ですが，公民館は地区の方がお話をするなどの拠点になる場所になっていて，いろい

ろな不具合が生じたと思っています。その辺のことについて，コロナだから仕方なか

ったとか，代替のことなどそういった討論はなかったのでしょうか。 

 

（地域協働課長）公民館につきましては，４月１日から今現在休館中でございまして，

この６月１日からの再開を目指して進めております。公民館の休館中につきましては，

自治会や公民館の運営委員長，地域づくりの代表などの皆様には，文書を含めて休館

中の活動についてお願いしました。会議や総会ができないという相談もありましたの

で，そういった内容ついても書面評決をもって縮小していただいて，きちんと活動が

できるようにといったお願いもしてまいりました。この６月１日からはガイドライン

を設けまして，感染防止対策を進めながらとはいえ，そういった活動を再開していく

といった準備の段階であって，６月以降の利用に当たっても，既に相談もいただいて

います。その点につきましても公民館長を含めて，柔軟な対応と統一的な防止対策を

進めていきたいと考えています。 

 

（福嶋委員）文化活動などはやむを得ないと思うのですが，自治会や地区の方々が集ま

らなければならないということもこれから多々生じてくると思います。その辺は柔軟

に，ほかの発想もしていただけたらと思います。 

 

（地域協働課長）休館状態とはいえ，地域の役員さんなどの会合につきましては，一部

制限を設けることなくしております。ただ，利用人数や役員さんが多く参加されて密

にならないようになど，そういったことをお願いしながら，少数の人数で打合せなど

をしていただいている地域もございます。その辺りは各地域の公民館長や担当，地域

協働課などに協議いただきながら，必要最小限の利用はしていただけます。 

 

（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１９５７号「令和２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。 

 

（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１９５７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１９５８号「令和２年度鈴鹿市社会教育委員の委嘱に
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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１９５８号「令和２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。１３ページを御覧ください。御覧いた

だいているのは，令和２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２年６月１日から令和３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，鈴鹿市立稲生幼稚

園長の清水由紀子様，鈴鹿市立旭が丘小学校長の髙藤富子様，鈴鹿市立天栄中学校長

の須藤雅哉様でございます。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

民会議会長の森川克美様，鈴鹿市ＰＴＡ連合会顧問の野間いづみ様，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。 

 

（教育長）御意見もないようですので，お諮りします。議案第１９５８号「令和２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１９５８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１９５９号「令和２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 

 



13 

（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。 

 

（参事兼図書館長）それでは，私からは議案第１９５９号「令和２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。１５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，鈴鹿市立図書館条例第１３条第２

項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であることと定めております。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後藤敏博様，鈴鹿市ＰＴＡ連合会調査広報

副部長の田中純子様，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

の杉﨑三雪様，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鈴峰中学校長の米川寿美様，学校教育関係者から

鈴鹿市学校図書館巡回指導活用事業担当者の阿原康子様の１０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，衣斐様，林様，井上様，木村様，藤田様，阿原様の６名は昨年度から引き続き委

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）各委員の先生に異論はありません。毎年伺っているのですが，この協議会

ではこの１年間でどのようなことが話題になってきているのかを伺いたいと思います。 

 

（参事兼図書館長）昨年度は１回協議会を開きまして，内容といたしましては図書館の

平成３０年度の事業報告と，平成３１年度の活動報告，それと各種資料ということで

入館者や蔵書数などを皆様に御報告させていただいています。 

 

（福嶋委員）図書館と言えば学校教育と関わりがあるし，市内の中で教育施設としては

一番のものかなと思います。特に戦略的というか，こういうことをしてくださいとい

うようなことはなかったでしょうか。 

 

（参事兼図書館長）毎年の図書館の方向性ではあるのですが，一人でも図書館に足を運

んでいただけるように，これまで図書館に来たことがない人をということで，様々な

イベントを開催し，図書館から情報発信をしております。今までの図書館では考えら

れないようなイベントも企画して，職員が発案し，あまりお金もかけずにということ

でやっておりますので，手作り感いっぱいの様々なイベントを実施しております。 
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（福嶋委員）クイズ形式のものがあったり，いつもこんなことができるのだなというよ

うに感じております。 

 

（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１９５９号「令和２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１９５９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「新型コロナウイルス

感染症に関する対応について」をお願いいたします。 

 

（参事兼教育総務課長）先月に引き続きまして，新型コロナウイルス感染症に関する対

応について報告をいたします。先月４月２８日の定例会以降でございますが，４月２

８日に三重県教育委員会から通知を受けまして，市立幼小中学校園の臨時休業の終わ

りを，三重県教育委員会の方針に合わせて，５月６日から５月３１日に延長をしてお

りました。その後，国は５月１４日に緊急事態宣言の区域指定から三重県を解除しま

した。これに伴い，三重県は緊急事態措置を解除し，三重県教育委員会は，県立学校

について５月１８日から学校再開に向けて，分散登校等を行う方針を発表しました。

これを受けて，三重県の方針に合わすという基本方針に合わせまして，５月３１日ま

で予定していた臨時休業を早期に取りやめて，５月１８日から分散登校などにより段

階的な学校教育活動を再開していく方針を決めました。「２ 学校教育活動の再開」に

ついて説明させていただきます。１つ目として，オンライン学習を連休後に始めさせ

ていただいております。これは臨時休業が延長されることに伴い，家庭での学習を補

うため，家庭用端末から接続できるアカウントを各家庭に配布し，インターネットを

利用したオンライン教材を配信し，臨時休業中の家庭学習の支援を行いました。「（２）

分散登校の実施」について，学校再開についてですが，５月１８日，先週の月曜日か

ら分散登校により学校を再開しました。１８日に中学校３年生から分散登校を行うこ

ととして，１年生，２年生も各学年１回の分散登校を行いました。小学校は，２０日

（水）から２２日（金）までの間に１回の分散登校を行っています。小学校，幼稚園

は，２０日(水)から２２日(金)の間に１回の分散登校を行いました。昨日の５月２５

日(月)から２９日(金)までに小中学校，幼稚園の全ての学年で３回の分散登校を実施

します。「（３）分散登校の実施方法等について」，分散登校は，１学級２０人程度以内

で編制し，午前・午後の２グループに分けて行っています。また，新型コロナウイル

ス感染への不安等による欠席児童生徒については，「出席停止」として取り扱います。

分散登校実施期間も，家庭学習での課題を与えて，また，オンライン学習も提供して
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います。学校の教育活動の再開に当たりましては，各学校で可能な感染予防の対策を

講じているところでございます。「（４）令和２年６月１日（月）以降の予定について」

ですが，６月１日（月）は，３限授業として，給食の提供はありません。６月２日か

ら５日までは，５限授業として，簡易給食の提供を行いながら，午後の授業も行いま

す。６月８日以降は，原則平常授業に戻して，通常給食を行います。幼稚園も６月２

日以降，給食を提供します。「（５）部活動について」ですが，中学校の部活動は，６

月１日以降は，活動を再開します。なお，６月末までは，校外での活動や練習試合等

は中止とします。「３ 感染予防対策について」ですが，主な感染症対策について，教

育委員会事務局から各学校に行ってもらうように指示をしております。（１）幼児児童

生徒及び教職員は，マスクを着用します。（２）登校園時には，家庭で検温を行ってい

ただき，各校園で確認を行います。（３）登校園時には，各学級及び昇降口にアルコー

ル消毒液を設置します。（４）窓や扉の常時開放又は１時間に２回各１０分程度の開放

など，換気を徹底します。（５）休み時間や給食前に，手洗いを励行します。（６）放

課後，机・いす・ドアノブ・電灯スイッチ等のアルコール消毒を行います。（７）教室

内の密集を避けるため，最大限可能な範囲で机の間隔をあけて配置します。（８）少人

数指導，習熟度別指導等，分散での授業を実施します。（９）飛沫感染予防としまして

フェイスシールドを状況に応じて活用します。教科学習での実験や実習時，グループ

やペアでの対話的な活動時，音楽での合唱時，給食配膳時，徹底をさせていただきま

す。「４ ７月以降の予定について」ですが，終業式は，７月２２日から７月３１日に

延期し，７月３０日まで通常給食及び午後の授業も実施します。夏季休業日は，８月

１日から８月２３日までの２３日間とします。２学期の始業式は，８月２４日とし，

翌日２５日から通常給食及び午後の授業も行います。今年度の夏休みについては，２

週間の短縮ということで進めさせていただきたいと思います。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，分散登校が実施されているということで，親御さんが心配をされて学

校へ登校させていないという方もみえるとお聞きしたのですが，その場合は出席停止

として扱うとのことですが，６月以降はどうなるのでしょうか。やはり欠席になるの

でしょうか。 

 

（教育指導課長）６月以降再開した場合にも，保護者からそういった心配の声があった

中で欠席させたいということがあった場合には，出席停止を継続ということで周知し

ております。 

 

（福嶋委員）学力のことについて尋ねさせていただきます。今まで出来なかった分を取

り戻すということも大事であると思っております。支援事業費で業務支援員を小学校

７人，中学校に３人という予算の話がありましたが，これは大規模校に行くのでしょ

うか。 
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（学校教育課長）先ほど御説明させていただいたのは，学校の業務の支援ということで，

先生方が授業の教材研究の時間を取ったり，現在ですと放課後にアルコール消毒をす

る時間をたくさん取られてしまいますので，それを補佐するという形で大規模校にそ

の補助員を配置するということでございます。 

 

（福嶋委員）大規模校というとどこになるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）小学校の７校でございますが，予定といたしましては稲生小学校，飯

野小学校，河曲小学校，玉垣小学校，神戸小学校，旭が丘小学校，桜島小学校です。

中学校の３校は，神戸中学校，白子中学校，創徳中学校です。 

 

（福嶋委員）１年間こういうことをやらなくてはならないと決まっていると思いますが，

教科書を消化するという面では，今年はどのように考えているのでしょうか。例年通

り教科書を全部やるつもりでいるのか，その辺はどのようにやっていくのでしょうか。 

 

（教育指導課長）基本的には年度内で本年度学習する内容は，終えるように年間計画を

見直すなりして計画をしているところです。こちらについても取扱う内容につきまし

ては，授業や学校行事の内容を精査するとか，授業時数を確保するための手立てを講

じ，朝の学習をやるとかそういった形で工夫をしてもらいながら，年度内で学習すべ

き内容は終えるような形で今考えてもらっています。 

 

（下古谷委員）６月から通常の状態に戻っていくということで，ただそれに向けて５月

の間は分散登校等を実施しているということですが，この分散登校をしている間で何

か見えてきた課題，それに対して６月からはこのように注意しましょうというような

ものは何かありますでしょうか。 

 

（教育指導課長）現在，分散登校をしている中，各学校も回らせていただいて状況把握

をしているところなのですが，分散登校においては，１つの学級の中に少ない人数で

学習できるというメリットもあるのですが，６月１日以降一斉の登校になった場合に

は，子どもたちの学力の定着というのが，ひとり一人を見ている中で差が生じないよ

うに気を付けていかないといけないという課題はあると思います。その点についても

各学校で対応をお願いしているところであります。 

 

（下古谷委員）恐らく通常授業になっていくと，教室の広さは変わらないので，隣との

距離，３密の接触というのが課題になるのかなという気がするのですが，何か対応策

などがあれば教えていただければと思います。 

 

（教育指導課長）現在，学校にお願いしているところでは，これまで対話的な学習とい

うグループ学習のように机を付けて学習することを避けるようにして，教室をできる

限り広く使って，ソーシャルディスタンスが図れるように取り組んでいただくことと，
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換気をしっかりしていただくということをお願いしています。あとは，教室の中が密

になることを想定する場合には，特別教室を活用するなど，又は少人数指導を進めて

いくなど，それぞれ工夫をしていただくようお願いをしているところでございます。 

 

（下古谷委員）部活動のことで教えてほしいのですが，６月末までは校外での活動や練

習試合等は中止しますとなっていて，逆に学内でやるということは，３密という観点

からすると問題に思うのですが，いかがでしょうか。 

 

（教育指導課長）下古谷委員が心配されていることも，考えられるところであります。

それにつきましては，３つの密を回避できるよう，走る時も前の生徒と間隔をあけら

れるような状況を作ることや，また体育館での運動をできる限り屋外でできるような

状況を作るなど，できるだけ考えていただいているところでございます。ただ，敷地

が限られている中で難しい点もあろうかと思いますが，十分に気を付けてやっていた

だこうというところです。 

 

（福嶋委員）主な学校行事は今のところどのようにやっていくお考えでしょうか。 

 

（教育指導課長）まず，春に行う予定であった大きな行事である運動会については，２

学期以降に変更するようにお願いしていまして，６月，７月については集まって行う

ような，また宿泊を伴うような学習も２学期以降に変えてくださいというお願いもさ

せていただいています。また，この時期にしかできない水泳の学習につきましても，

更衣室や水中での密のことを考え，今年度については中止ということで協力をいただ

いているところでございます。 

 

（福嶋委員）修学旅行はどうなるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）修学旅行につきましても１学期に予定をしている学校も何校かござい

ましたが，９月以降に変更してもらうようにしておりまして，校長会の皆さんとも協

議をしていかないといけないと思っております。今のところは９月以降の実施予定と

いうことで，予定しています。 

 

（吉澤委員）今までとは違って短い夏休みになりますけれども，夏休みの過ごし方で何

か変わることはありますでしょうか。 

 

（教育指導課長）短い夏休みではございますが，年間の学習について心配な点もござい

ますので，家庭学習については各学校で，この期間にしかできない学習に関しては，

できる限り課して，特に家庭でしかできない絵を描いたりとか，詩を書いたりとか，

読書を進めるとか，学校から適切な課題の量を課してもらうようにお願いしています。 

 

（下古谷委員）この夏休みの期間というのは，特に登校してもらって補習をするような
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ことは考えていないのでしょうか。 

 

（教育指導課長）現在のところ，登校については考えていません。家庭での時間を大切

にしてほしいと思っています。 

 

（下古谷委員）そうですね，あまり子どもたちに負担をかけすぎても，逆に問題になっ

てくるかと思いますので。 

 

（山中委員）負担という観点から言えば納得するところなのですが，あえて言わせてい

ただきます。夏休みに学力的に課題のある子どもに関しては，どの学校も先生方が個

別の指導であるとかいろいろな形で学習展開をしているわけですが，今年は特にそう

いった心配なことが出てくるのではないかと思い，すごく心配しています。そういっ

たことはしないのでしょうか。 

 

（教育指導課長）特に夏休みの活動について，登校しなさいとか，個別の補習学習をし

ないでくださいということは，特に網掛けはしない予定です。各学校の実態に合わせ

て取り扱ってもらおうと思っています。やはり夏季休業中の家庭での時間確保という

こともやっていただきたいと考えています。学校が行っている間においても，わから

ない点において，しっかりと個別に指導していただくよう放課後等をしっかり活用し

て対策を取っていただきたいと思っております。 

 

（下古谷委員）特に中学校の３年生は高校受験を控えていると思います。高校側として

は，このコロナの影響を考慮した受験問題というような文部科学省からの通達が当然

来ていると思います。ただ，中学校側の保護者としては，やはり勉強が少し遅れてい

るということで，心配されている方が多いと思います。そうすると，中学校３年生の

子たちに特に受験対策などをお考えになっていることは何かあるのでしょうか。ただ，

先ほどの話で，１年間でやるべきことは，やっていくということで，そういった意味

では問題ないのかと思いますが。 

 

（教育指導課長）特に中学３年生の学習に関しては，必ず学ぶべき内容については学習

するようにということで，登校日の回数についても特に配慮させていただいていると

ころでございます。特に受験対策というものについては，各学校の取組になろうかと

思いますが，特に補習学習を重点的にやりなさいなどの指示はしておりません。 

 

（教育長）これまでも夏季休業中の補助学習につきましては，各学校の実態に応じて進

めていただいていますので，今年もそのような形でできればと思っております。 

 

（教育委員会事務局参事）今年は３週間という少ない夏休みで，外国人への日本語の学

習であるとか，どうしてもわからない子であるとか，そういった子については各学校

でこれまでどおり一定時間確保をするなどの対応が考えられると思っております。そ
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れから受験対策については，これは県との連携も取らないといけないことになってき

ますので，教育指導課から三重県の教育委員会にその辺りの方針をわかりやすく保護

者の方に伝えていただけるように申し入れをしている状況でございます。 

 

（福嶋委員）今回，家庭学習ということで，家庭学習がうまくいかないところと，真面

目にされた家庭とが結構あると思います。私の孫のところを見ていると，母親はノイ

ローゼになりそうになっていて，勉強しないので大変と言っておりました。学校でも

家ではこのように時間を区切って勉強しましょうとか，何かひな型みたいなものを提

示していただいて，子どももそうなれば，こういうようにしようかなという気持ちの

準備のようなものを配慮していただけたら，お母さん方のストレスも少しは軽減でき

るかと思います。 

 

（教育長）そういった点で，今オンライン学習なども非常に有効な手立てだと思います

が，その辺りについてお話いただくことはありますでしょうか。 

 

（教育指導課長）先日，校長会でも好事例の紹介させていただいたのですが，家庭学習

の中で，９時から９時４５分までを１時間目など時間割を作っていただいている学校

があったり，学校と同じように時間割を組んで，１時間目は算数のこの部分をやりま

しょうなど具体的な家庭学習の支援をしていただいている学校の例を申し上げさせて

いただき，各学校についてはそれを参考にしていただけたらと思っています。オンラ

イン学習についても学習ドリル型のミライシードというものがございます。臨時休業

中でしか家庭では活用できない状態で，動画を視聴するコンテンツもあるのですが，

まずＩＣＴの環境が整備されている家庭になるのですが，そういったものを活用して

もらい，学習の楽しさを味わいながら学習を進めていただきたいと思います。家庭で

ＩＣＴ環境がない子どもたちについては，各学校で対応していただくような指導をし

ていまして，そのことも考えていければと思っています。 

 

（参事兼教育政策課長）教育ＩＣＴに関して少し説明させていただきます。基本的に学

校での利用というのが前提なのですが，ただ従来の授業の進め方とはだいぶ異なって

くるのではないかと考えています。例えば資料を提示するにしても先生方があっとい

う間に提示をすることができたりします。ということで，子どもたちの集中が途切れ

ずに授業を進めることができるとなると，従来の４５分が３０分なり短い時間ででき

るようになってくるのではないかと思います。そうなると，ミライシードという学習

ドリルを今回学校で使うことを前提として鈴鹿市が契約しており，浮いた時間にこれ

を使うことで子どもたちの学びがどれくらい定着したかということが，例えば同一の

問題をさせることによって正答率がわかったりします。ですから，苦手な子どもは，

どこが苦手かということも補足できますので，次の授業の振り返り，冒頭に前の時間

にやったことはこういうことだよということで説明していけば，少しでも定着度合い

が増えるのではないかということは期待しています。 
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（教育長）少しバリエーションが広がったような気がします。 

 

（教育長）ほかには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２番目の「令和２年度夏季休業日の変更について」を

お願いいたします。 

 

（学校教育課長）それでは，報告事項「夏季休業日の変更」につきまして，説明いたしま

す。資料１ページを御覧ください。新型コロナウイルス感染症対策に係る臨時休業に

伴い，授業時数を確保し学習保障を行うため，鈴鹿市立学校の管理に関する規則第１

章第４条第２項により令和２年度夏季休業日を８月１日から８月２３日までに変更い

たします。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。 

 

（教育長）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「令

和２年度園児，児童，生徒数について」をお願いいたします。 

 

（学校教育課長）それでは，報告事項「令和２年度の園児，児童，生徒数」につきまし

て，説明いたします。２ページ及び３ページを御覧ください。２ページは，今年度の

園児数，学級数です。比較のため３ページに，昨年度の園児数，学級数を用意させて

いただきました。まず，園の数ですが，昨年度は１１園でした。今年度，椿幼稚園１

園は休園となり，椿幼稚園を含んで１１園でございます。今年度の園児数と学級数に

つきましては４歳児は，１６８人で９学級，５歳児は，２３４人で１２学級。なお，

５歳児学級には，４歳児との複式学級１園（栄幼稚園）を含んでおります。全体では

４０２人，２１学級となっており，昨年度と比べますと，人数で８５人の減，学級数

は３学級の減となりました。続きまして，４ページ及び５ページを御覧ください。５

ページは，今年度の小学校の児童数，学級数です。６ページは，昨年度のものでござ

います。５ページの今年度の児童数・学級数でございますが，市内の総計は最下段の

右２列で，１万７４９人，４５５学級となっております。６ページは昨年度のもので，

昨年度より９６人減，６学級の減となっています。７ページ及び８ページを御覧くだ

さい。７ページは，今年度の中学校の生徒数，学級数です。８ページは昨年度のもの

でございます。７ページで市内の総計は，最下段の右２列で５，２５８人，１８５学

級となっており，昨年度より，１７５人減，５学級の減となっています。なお，小学

校，中学校を合わせた児童生徒数・学級数は，１６，００７人，６４０学級で，昨年

度より２７１人の減，１１学級の減となっています。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。 

 

（吉澤委員）幼稚園児の表のことについて，保育料が無償化になったことや，少子化の
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影響で年々公立幼稚園児が減少していると思います。将来この状況が進んでいった場

合には，公立幼稚園の在り方というのは，どのように考えてみえるのでしょうか。 

 

（参事兼子ども育成課長）おっしゃられるように，昨年と今年を比べても園児数が８５

名の減，学級数も３学級の減となっています。幼児教育の無償化が始まりまして，３，

４，５歳が無償化の対象になり，公立が大きく影響を受けたということが，今年度の

数字に表れています。来年度どうなるかというところなのですが，既に，私立や保育

所への３歳児の入所がとても増えていますので，おそらく来年度は今年度より影響は

大きいと予想しております。そのような中でも，公立幼稚園が大事にしている保育内

容や教育内容を大事にしながら外国籍のお子さんの受入れや，支援が必要なお子さん

の受入れ等を充実させていきたいと考えております。先月の報告事項でも御説明をさ

せていただきましたが，保育所・幼稚園の整備に関する基本方針のパブリックコメン

トを実施しております。その中にも書かせていただいてあるのですが，現在，令和５

年度末には５園を目途に集約化を図るということで考えております。 

 

（福嶋委員）小学校と中学校のところで，知的１，知的２というところが，今年は細か

くなっています。その辺りの説明をお願いしたいのと，昨年と比べると障害計という

のが増えているように思いますが，どういった原因というか，全国的な傾向なのか，

その辺りを教えていただけますでしょうか。 

 

（学校教育課長）まず１つ目の質問にお答えさせていただきます。知的１，知的２とい

うように学級が２つ分かれている場合がございます。それぞれ特別支援学級の定員が

８名となっていますので，その場合，知的１，知的２と分かれます。２つ目の特別支

援学級籍の児童ですけれども，昨年に比べて大幅に増加しております。それに伴いま

して，昨年度に比べまして学級数で１５学級の増設となっております。こちらについ

ては，県内どこの市町に関しても非常に特別支援学級籍の児童が増えているという状

態になっています。 

 

（福嶋委員）増えているというのは選別が厳しくなったから増えたのか，全体的にそう

いった対象者の方が増えているのか，どのように解釈したらよいのでしょうか。 

 

（学校教育課長）一概には言えないと思いますが，しっかりと観察が行われているとい

うことと，学校長に聞きますとそういった児童が増えているということで，両面があ

ると推測されております。 

 

（教育委員会事務局参事）早くからその子に応じた特別支援教育というのが始まってく

るわけですが，その辺りのところが学校の先生方のところに広がってきました。そし

て，特別支援コーディネーターが子どもたちをよく観察するということが，校内で情

報共有され，親御さんとの連携がこれまで以上に充実，きめ細かく学校が行うように

なってきました。その子の課題に応じて，早くからその子の自立に向けた教育を親御
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さんとの間で共通理解が行われるようになってきているのではないかと現場としては

捉えています。今後も他市に先駆けて５歳児健診，就学前健診が全ての子どもたちに

行われますので，早くから子どもたちの特性に合わせた教育をしていこうという中で

は，大切な流れとして教育の充実を図っていくことが求められているかと捉えていま

す。 

 

（福嶋委員）きめ細やかな支援をしていただくということで，とても良いなと感じまし

た。自然増もあるかもしれないとおっしゃってみえたのですが，自然増になってきて

いる原因というのは，社会環境の変化というのがあるのでしょうか。 

 

（教育委員会事務局参事）自然増という先天的なことよりは，検査が広く行われるよう

になってきたことや，そういうことへの理解が進んできましたし，臨床心理士の配置

が進んできたといったところで，子どもたちへの適切な判断や，児童・生徒理解が進

んできたと捉えているところではあります。 

 

（福嶋委員）そうすると，環境が厳しくなってきているとか，食生活が乱れているとい

う原因ではないのでしょうか。 

 

（教育委員会事務局参事）一概に関係があるかどうかというところまでは言い切れない

のではないかと思います。いろいろな社会的要因があったり，ひょっとすると社会環

境も変わっているかもしれませんが，これまでに比べますと検査体制や，専門的な知

識，理解や関係機関との連携というのが充実している中で，子どもたちの特性に応じ

た教育に目が向いてきているというように考えています。 

 

（教育長）特別支援教育への理解が進んできて，個に応じた教育というのが進んできて

いるということを感じます。 

 

（山中委員）感想になりますが，こうして数字を見させていただいて，特に庄内小学校

の児童数は少なく，男女比も例えば１年生は男の子が１１人，女の子３人で，２年生

は男の子が５人，女の子２人ということでバランスが。これは仕方のないことですが。

合川小などは小規模特認校として校区を広げながら，他所からお子さんを招いて何と

か人数を保っているところがあるのですが，庄内小学校などは，子どもたちに集団保

障というか学力保障もそうですが，やはり学校の役割としては集団の中で育っていく

という観点から，そういった保障をしていくという姿勢がすごく大事なことだと思い

ます。その部分ではすごく危機的な状況にあるのではないかと改めて感じました。 

 

（教育長）少子化が進んできているというのもこの数字からよくわかります。学校規模

の適正化というところも，これからしっかり考えていきたいと思います。 

 

（教育長）ほかには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



23 

報告事項に移ります。報告事項４番目の「令和２年度よい歯のコンクールについて」

をお願いいたします。 

 

（学校教育課長）それでは，報告事項「令和２年度よい歯のコンクール」につきまして，

説明いたします。資料９ページを御覧ください。例年，８０２０いい歯コンクールと

同時開催をしておりましたが，今年度は，新型コロナウイルス感染症の影響で，よい

歯の児童生徒の地区審査並びに表彰は中止になりました。なお，図画・ポスターコン

クールは，募集期間を７月２２日まで延長して実施することになりました。７月末に

審査があり，賞状，景品は学校を通じて配付となります。審査は７月３０日を予定し

ており，市役所の市民ギャラリーに７月３１日から８月３日までの展示を予定してい

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。 

 

（教育長）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５番目の「伊

勢型紙資料館 新蔵企画展 新収蔵品展について」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５番目，伊勢型紙資料館 新蔵企画展「新

収蔵品展」について御説明いたします。文化財課では，郷土にゆかりの深い伊勢型紙

やその道具，関連する歴史資料など，伊勢型紙に関する様々な作品や資料を収集して

おります。それらの資料は，郷土資料室に保存しておりますが，折に触れて伊勢型紙

資料館新蔵の展示スペースにおいて企画展を開催し，市民の方々に御紹介しておりま

す。今回の新収蔵品展では，ここ数年で新たに収蔵された型紙資料の一部をお披露目

いたします。近年，新たに収蔵された資料のほとんどは，当課の活動を御理解くださ

った方々からの御寄贈によるものです。いずれも伊勢型紙の歴史や文化を探る上で手

掛かりとなる貴重な資料であり，大切に保管し未来へ繋いでいくと共に，紹介・活用

を図ってまいります。本展示を通して，当課の資料収集活動について御理解いただき

ますとともに，バリエーションに富んだ伊勢型紙の世界を御覧いただきたいと思いま

す。そして，御寄贈いただきました方々には，改めまして感謝の意を表したいと思い

ます。会期は令和２年６月１０日（水）から８月１６日（日）まで，伊勢型紙資料館

新蔵において開催いたします。時間は１０時から１６時，休館日は月曜日，火曜日，

第３水曜日でございます。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）県の博物館でも企画展がなくなったとのことだったのですが，この鈴鹿市

では小さな資料館ではありますが，このように企画展をやっていただけるということ

は，やはりそれなりに頑張っているというメッセージにもなるので，ありがたいと感

じました。 
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（下古谷委員）なかなか伊勢型紙につきましては詳しくないのですが，今回新しく寄贈

いただいたという中，特にこれは目玉というか価値があるというものがあるのであれ

ば教えていただければと思います。 

 

（文化財課長）今回，学芸員の代田から，資料に写真が載っているもの，全てが珍しい

ものと聞いております。西館の２階に資料があるのですが，元々白子にあったものが

東京に行って，その所有者の方が２，３代かわって，整理をしていたところ，出てき

たというようなものを御寄贈いただいたということですので，結構古いものが出てき

たようです。資料館室の中にもいろいろなものが入っておりますので，私もこの４月

に異動してまいりまして，資料室を見させていただき，感動しました。見ていただく

と，本当に感動すると思います。 

 

（教育長）是非拝見させていただきたいと思います。 

 

（教育長）ほかは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６番目の「大黒屋光太夫記念館 企画展 光太夫の里が

えりについて」をお願いいたします。 

 

（文化財課長）続きまして，大黒屋光太夫記念館 企画展「光太夫の里がえり」につい

て御説明いたします。江戸時代にロシアに漂流し，１０年後に帰国した大黒屋光太夫

と磯吉は，その後，江戸に屋敷を与えられました。そして，磯吉は一時的に鈴鹿への

帰郷を許されましたが，光太夫は，故郷へ帰ることは許されず幽閉されて生涯を終え

たとされてきました。しかし，昭和６１年８月に発見された古文書によって，光太夫

も一時的に帰郷を許され，２０年ぶりに故郷の土を踏んでいたことが判明しました。

また，４０日間ほどの滞在の中で，伊勢神宮や朝熊山金剛証寺，青峯山正福寺などに

参詣したこともわかります。今回の展示では，鈴鹿市指定文化財「大黒屋光太夫らの

帰郷文書」を中心に展示し，光太夫の里がえりやその時の故郷の様子を紹介いたしま

す。会期は，令和２年６月１０日（水）から９月２７日（日）まで，開館時間は１０

時から１６時，休館日は月曜日，火曜日，第３水曜日でございます。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。 

 

（吉澤委員）一つお願いがあります。貴重な展示物も揃っていて素晴らしい記念館だと

思います。できれば光太夫の功績をアニメで作成していただいて，館内でそれを流し

ていただければ，もっと来館者が増えると思いますし，光太夫の偉大さがさらに伝わ

るのではないかと思います。予算の都合もあるので，厳しいかと思いますがいかがで

しょうか。 

 

（文化財課長）未定ではあるのですが，映画の一部を借りてそこで流すということも考
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えております。定五郎もアニメになっていますので，それも地元の代表者の方と話を

し，フィンランドからもいろいろ話も来ていますので，一度持ち帰って検討させてい

ただきたいと思います。 

 

（教育長）ほかにいかがでしょうか。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２年６月２３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２年６月２３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。 

 

 

５月教育委員会定例会終了 午後３時４３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 

 


