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令和２年６月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 令和２年６月２３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），文化財課長（野

呂和伸），書記（鈴木明），書記（川村浩司） 

 

５ 議事 

（１）専決（鈴鹿市ふれあいセンターに係る使用料の減免）の承認について 

（地域協働課） 

 

６ 報告事項 

（１）令和元年度教育委員会活動の点検・評価について        （教育総務課）

（２）天栄中学校区における学校規模適正化・適正配置に関するアンケート調査の 

集計結果について                      （教育政策課）

（３）考古博物館 企画展 ～鈴鹿の歴史を学ぼう～ 鈴鹿市史 －原始編－について          

（文化財課）

（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７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２年６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，福嶋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１９６０号「専決 鈴鹿市ふれあいセン

ターに係る使用料の減免の承認について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 
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（参事兼教育総務課長）提案理由でございますが，鈴鹿市ふれあいセンターに係る使用

料を減免するについて，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）それでは，私からは議案第１９６０号「専決 鈴鹿市ふれあいセンタ

ーに係る使用料の減免の承認」について説明申し上げます。２ページを御覧ください。

はじめに，本市の公共施設は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，休館措置を

講じ，現在段階的に開館している状況でございます。公民館，ふれあいセンターにつ

きましても４月１日から休館をさせていただき，６月１日から一部を除き開館し，市

民の皆様に御利用いただいており，少しずつ地域活動の活性化が進んできております。

さらに，ふれあいセンターのふれあいホール及び鈴鹿市文化会館の一部につきまして

は，７月１日の再開を予定しております。この度，施設の再開に当たりましては，資

料の趣旨に記載のとおり，新型コロナウイルス感染防止対策として各施設の貸し出し

に係る利用定員を５０％以下にするため，これまで施設の閉館や活動の自粛により低

迷を余儀なくされた市民の皆様の文化芸術・生涯学習活動の活性化と，新しい生活様

式による施設の円滑な利用を図るために，施設の基本使用料を５０％減免することと

いたしました。減免の実施に当たりましては，速やかに市民の皆様に周知を図る必要

があるため，市議会，市政記者クラブに資料提供を行うとともに，市ホームページに

て公表させていただいているところです。このことから，本定例会前に一連の事務を

進めさせていただきましたことから，本日，専決の承認について提案をさせていただ

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）鈴鹿市の公共施設はほかにもたくさんあると思いますが，今回，このふれ

あいセンターだけに言及しているのはなぜでしょうか。 

 

（地域協働課長）資料の２ページを御覧いただきますと，対象施設にふれあいホールと

記載がございますが，併せて今回減免の対象とさせていただきますのは，鈴鹿市文化

会館も同じく７月１日から５０％の減免とさせていただきます。今回，減免をさせて

いただくに当たりまして，明確に利用定員の制限ができる，集客数が把握できるとこ

ろ,また貸し館であるところにつきまして，その利用定員が，５０％以下になることか

ら減免をさせていただき，公平に利用いただきたいという趣旨から，実施をさせてい

ただきます。今回対象となりますのは，ふれあいホールと鈴鹿市文化会館，後にイス

のサンケイホール鈴鹿についても１１月からの減免に向けて準備していると聞いてお

りますので，この３施設が減免対象となる予定です。 

 

（福嶋委員）公民館の使用については，減免対象ではないということでよろしいでしょ

うか。 
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（地域協働課長）資料３ページにも記載があります料金表を見ていただきますと，ふれ

あいホールは御覧のような金額になっておりますが，上段の学習会館，いわゆる公民

館と同様ですが，金額が１１０円や２２０円と非常に安価ということで，これに対す

る減免までは想定せずに進めています。また，これまで４月１日から５月末までの休

館の間は，既に使用申請のあった方々につきましては，還付をさせていただいており

ます。減免については椅子席のあるホールというところに限定をしております。 

 

（吉澤委員）実際の使用状況というのは，どのようになっていますでしょうか。 

 

（地域協働課長）現在，ふれあいセンター，ふれあいホール，公民館につきましてはコ

ロナの影響もございますので，キャンセルが続いておりましたし，利用状況は非常に

低くなっておりました。昨年度で申し上げますと，金額的には使用料が７３万    

５，０００円ほどになり，今回減免と合わせて，前期で全てキャンセルしていただい

ておりますので，相当な収入減が見込まれると思っております。 

 

（吉澤委員）午前の９時から正午まで３時間ありますが，３時間のうちで，どの時間を

借りても１１０円ということなのでしょうか。 

 

（地域協働課長）あくまでこの時間の範囲の中で，お借りいただくことが前提です。一

般的には使用時間は午前，午後という形で借りていただいております。実際の時間は

１時間という場合もございますが，借りていただく範囲としては，そういった形で部

屋を押さえさせていただいています。 

 

（吉澤委員）とても安価ですので，１時間ずつ区切って，コマ数を増やすことによって

借りる人も多くなると思いますが，そういったことはどうなのでしょうか。 

 

（地域協働課長）実際には，公民館の運営委員会を中心としましての講座，サークル活

動というところでございますが，それを除いたところで，利用が増加するというとき

に，基本的には活動以外であれば，会議などが多くなってきますので，それを刻んで

利用といっても逆に公民館運営委員会を通しまして，実際の講座，サークル活動の時

間帯というのは，ある程度一定の曜日と時間を必要としております。その合間を縫っ

て稼働率を１００％に持っていくというところは，現場によっては難しい部分もござ

います。 

 

（下古谷委員）ふれあいホールなどは減免されるということなのですが，桜の森公園の

ように野球場のような施設についても今後同じような措置を取るような考えなのでし

ょうか。 

 

（地域協働課長）直接の所管ではございませんので，詳細をお答えはできませんが，基
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本的に今回の措置というのは，文化会館とふれあいホールで決定をさせていただいて

おります。既にスポーツ関連の施設も再開していると思いますので，その時点で減免

の措置をしていないということで，今の時点では予定がないのではと思います。また

改めてやむを得ず休館や休止措置が出て，次の再開などになれば，その時点でそのよ

うな判断もあるのかもしれません。 

 

（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１９６０号「専決 鈴鹿市ふれあいセンターに係る使用料の減免の承

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１９６０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「令和元年度教育委員

会活動の点検・評価について」をお願いいたします。 

 

（参事兼教育総務課長）それでは，報告事項の１番目，「令和元年度 教育委員会活動の

点検・評価」につきまして，各所属による点検・評価報告書（案）がまとまりました

ので，説明申し上げます。別冊の資料を御覧ください。この教育委員会活動の点検・

評価の趣旨についてでございますが，これは，「地方教育行政の組織及び運営に関する

法律」第２６条の規定に基づき行うものでございまして，教育委員会は，毎年，その

権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検・評価を行い，その教育的効果

について検証するとともに，市民に対する説明責任を果たしていくため，報告書を作

成し，公表するものでございます。それでは，報告書（案）の目次を御覧ください。

本報告書の構成につきましては，まず「１ はじめに」として制度の趣旨や評価の実

施方法，点検評価項目一覧等，次に「２ 担当所属，教育委員会委員，教育長による

点検・評価」として，それぞれの基本事業に対する単年度の点検評価結果を，最後に，

「学識経験者の知見の活用」として，有識者の意見を掲載し，構成することといたし

ております。次に，内容でございますが，Ａ３横になっております５ページは各基本

事業について，令和元年度の目標値，実績値，そして達成度を担当課を表記して一覧

にしたものでございます。この点検・評価の対象となる基本事業については，平成  

２８年度から令和元年度までの４年間を計画期間としておりました鈴鹿市教育振興基

本計画において，施策の基本的な方向ごとの事業の取組の中で，主に取り組む２６項

目を対象としております。そして，６ページから３１ページまでは，この２６項目ご

とに各担当課が評価を行い，一枚のシートにまとめて記載しています。また，昨年度

同様，目標値と実績値をグラフ化することにより，分かりやすく表記するとともに，

教育振興基本計画の進行管理を図っております。なお，報告書（案）における個々の

取組の詳細内容につきましては，報告しました資料をもって，説明に代えさせていた
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だきたいと考えております。以上が，今回の報告書（案）の概要でございます。また，

今年度につきましても，担当所属が行いました評価案を教育委員の皆様に加筆・修正

していただき，共に一次評価を行う手法とさせていただきますので，御理解をいただ

きますようお願い申し上げます。次に，今後の予定につきまして説明申し上げます。

本日，御報告させていただきました報告書（案）につきまして，教育委員の皆様から

は，７月１４日（火）までに赤字で加筆・修正していただき，事務局へ報告いただき

たいと考えています。その後，事務局で一次評価の最終原案を作成し，８月に予定し

ております教育委員会懇談会にて，一次評価報告書（案）について，意見交換を行っ

てまいりたいと考えております。なお，本市におきましては，教育委員会活動の活性

化の一環としまして，「教育委員会活動の点検・評価」を，集中的に議論する会議の場

として，教育委員会懇談会を開催しております。会議は公開で行い，議事録につきま

しても，教育委員会定例会や臨時会と同様の扱いとしており，また，教育委員会ホー

ムページ等に，傍聴の案内をさせていただいております。この教育委員会懇談会にお

きまして，委員の皆様よりいただきました意見を整理しました後に，仮確定をさせて

いただき，有識者の方へ御意見を求めてまいりたいと考えております。そして，１０

月又は１１月の教育委員会定例会におきまして，最終の点検・評価報告書（案）を提

出させていただき，承認をいただきましたら，市議会１２月定例会に，報告書を提出

していく予定です。また，市議会提出後には，総務課の情報コーナーや教育総務課の

窓口で閲覧していただけるように，冊子を設置いたします。さらに，点検・評価報告

書を教育委員会のホームページに掲載するとともに，公表した旨を「広報すずか」に

掲載するなど，周知を図ってまいりたいと考えております。 

 

（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，３月頃からコロナによる影響が教育現場にもあったと思うのですが，

そのことについては，ここにはあまり反映されていないと考えてよいのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）１年間の活動の中で，コロナの発生自体が後期の３月限定とい

うことで，その部分に係る内容で若干影響が出ている部分については，触れさせてい

ただいている部分もあります。 

 

（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「天栄中学校区における学校規模適正化・適正配置に関するアンケート調査

の集計結果について」をお願いいたします。 

 

（参事兼教育政策課長）それでは，私からは報告事項の２番目，「天栄中学校区における

学校規模適正化・適正配置に関するアンケート調査の集計結果」について，説明申し

上げます。別冊の資料を御覧ください。教育政策課では，令和元年１１月に天栄中学

校区におきまして，学校規模適正化・適正配置に関するアンケート調査を実施しまし

た。このアンケートは，天栄中学校区の地域住民及び天栄中学校区の各小中学校の保
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護者を対象としておりまして，アンケート用紙による回答と，インターネットによる

回答を合わせますと，合計で１，９２０件の回答をいただきました。この度，アンケ

ート調査の集計結果を取りまとめ，公表いたしましたので，報告いたします。なお，

公表は，鈴鹿市教育委員会ホームページ上でさせていただいております。また，概要

版につきましては，アンケートに御協力いただきました地域住民の方々へということ

で，６月２０日号の広報配布に合わせて各戸に配布させていただいています。 

 

（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）早期の検討につなげることを目的として実施したということですが，この

後はどのような動きになっていくのでしょうか。概略で結構ですので，教えてくださ

い。 

 

（参事兼教育政策課長）このアンケートの前に各小学校で説明をさせていただきました

が，それぞれの地域の皆様に，結果がこのようであったということを改めてお話しを

させていただくことが必要ではないかということで，まず各小学校の学校運営委員会

であるとか，自治会長も入っていただいておりますので，そういった方々への報告の

場を設けたいと考えております。その後，以前申し上げたとおり，学校のあり方につ

いては，自治会，保護者，学校現場，いろいろな方々が考えていかなければならない

問題でございますので，その小学校についてのあり方を考える検討会のようなものを，

それぞれの小学校で立ち上げることができないかと思っております。ただ，その中で

どのような結論になるかというのは，私どももわかりません。アンケート結果を御覧

いただきましたとおり，本当にいろいろな意見をいただいておりますし，複式学級で

もよいから残してほしいという意見もございます。その逆で，やはり複式学級は社会

性というところが気になるので，もう少し多い人数がよいなど，本当に様々な意見が

ございますので，これからどのようにまとめていくのか，まとまらない部分もあるか

もしれませんが，そこは丁寧な議論をさせていただきたいと思っております。 

 

（山中委員）この目的の中に「２０２４年度から２０２６年度にかけて複式学級が発生

する予測があることから」ということで，ある程度先の見通しがあるわけです。いろ

いろ意見を読ませていただきましたが，この２０２４年度までに複式学級を実施して

いくなど何らかの方向性を伝えていく必要があると思います。そうなれば，日程的に

も限定されてくると思います。その辺いかがなのでしょうか。 

 

（参事兼教育政策課長）これを元々進めるきっかけとなりました学校規模適正化適正配

置に関する基本方針にも，こういったことが予想される前の何年度から進めましょう

という形で，統廃合となった場合は５年度前から動いていこうと。ですので，極端な

場合を想定しながら進めておりますので，スケジュール的には何とかオンタイムで行

けているのではないかと考えております。それから最新の推計で申しますと，    

２０２４年度の推計では複式というのがなくなってきまして，２０２６年度もあくま
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で推計上の子どもたちの生まれてきた数も踏まえているのですが，普通学級の数とい

うことで，特別な支援が必要な子どもたちが一定数いるだろうという計算上のもとの

２０２６年度でございますので，そのままそういう子どもたちがみえなかった場合，

全員普通学級に進級するとなった場合には，この複式学級自体もなくなるということ

で，１人単位で変更するということですので，そこは予断を許さないと思っているの

ですが，そういったことから今のところはいけるのではないかと思っています。 

 

（福嶋委員）今回，検討の中に合川小学校の英語に特化した小規模特認校を何年もやっ

てきているのですが，ある程度の評価できるような効果を上げているかというのが，

結構大事であると思います。これからそれを進めていこうとする場合は，ある程度の

効果を評価していきつつ，その中でもまた進めていくということになれば，そういう

基盤がなければいけないと思っています。現在，どうでしょうか。 

 

（教育長）特認校制度の成果と今後の見通しということですね。 

 

（学校教育課長）平成２７年度から始まりました特認校制度ですけれども，初年度は  

１７人と非常に多い児童が入学され，令和２年度に関しましては，現在５人となって

おります。だんだん減ってきたのですが，平成２９年度から大体４人，５人，７人，

５人という形で，安定はしてきております。成果に関しましては，やはり英語，それ

から少人数によるきめ細やかな指導ということで，どのような成果が出たかというこ

とはこれから卒業生を見て，精査をして，次につなげていきたいと考えています。 

 

（福嶋委員）全校的に英語教育が早くなってきているわけですが，その中でもこういう

学校が先端をいく，見本になるような，先進校というような役割を果たしてくれるの

であれば，よいことだと思っています。 

 

（教育長）英語教育でモデル校のような役割も担っておりましたが，それが，今，全て

の学校で英語教育が始まってということですが，いかがでしょうか。 

 

（教育指導課長）英語に関しては市内でもモデル的な活動をしていただいています。も

ちろん授業公開も含めて，他校の先生方の参考になる授業を公開していただいたりと

か，指導と評価の一体化を合わせた内容についても進めていただいています。市内各

小学校への還流についても十分行われているところです。 

 

（福嶋委員）小中一貫校というのがあるのですが，小中一貫校にすることのメリットと

いうのをもう少し詳しく教えていただければと思います。私の中でまだイメージが曖

昧なところがあります。 

 

（教育指導課長）学習面におきましては，小中それぞれが連携することによって，小学

校の学習内容をしっかりと中学校でも引継ぎ，また，課題になっている部分について
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も，しっかりと中学校がそれを把握した上での授業展開を進めていくというような小

中の連携というのは，かなり進んできたかと思います。８月には小中連携ウィークと

いうものを通して，各先生が交流する機会を設けていることから，そういった観点で

連携がこれまでも少しずつ進んできたのかと思います。小中一貫教育につきましては，

児童生徒の状況，先生方の任用のことなどいろいろな課題も出てくると思いますが，

そこについてはまだまだ研究していく必要があると思っています。 

 

（教育委員会事務局参事）小中一貫校，最近は義務教育学校ということで，小学校１年

生から中学校３年生まで，１人の管理職のもと，９年間を系統的なカリキュラムを持

ってということで，学習指導要領についても若干弾力的に年度を変更しながら，子ど

もたちについての学習をしっかり押さえて，基礎的なこと，あるいは発展的なことが

取り入れられるようになります。また，９年間を見通していくことによって，子ども

たちの成長，発達段階に応じながら，また，子どもたちのいろいろな心身の状況に応

じながら対応ができるというようなメリットもあると言われております。その一方で，

どうしても学校は免許制になっておりますので，その辺りで，小学校と中学校との乗

り入れの教科の免許状を発行していく，授与していくということが出てくると考えら

れます。また，９年間の６・３制の中での子どもたちの発達段階での区切りがなくな

るのではないかということも言われています。子どもたちが自主的，主体的な力が十

分発揮できるかどうか，それについては９年間の中で，全体の中での４年生，５年生，

４年間と後半５年間とか，いろいろな教育課程の編成が柔軟に取れるということもあ

るのですが，一貫的な効果をさらに注視していく中で，子どもたちの教育にメリット，

デメリットを検討，検証していく必要があるのではないかと捉えています。 

 

（福嶋委員）従来から中学校の先生が小学校に行ったり，ある程度情報交換をしましょ

うということをやってきたわけですが，今回，その地域の中でそれが叫ばれていると

いうのは，先ほどおっしゃたように，校長先生を１人にして，ぎっちりとやっていこ

うということを進めていったらどうかという提案があるということでしょうか。 

 

（教育委員会事務局参事）本市の中で，小中一貫校，義務教育学校をどうしていくのか

というところまでは，まだまだ検討していかなければならない課題が大きく，その方

向性については，地域との協議に委ねられるところもあろうかと考えております。そ

の中で，これまで小中の中で定期的に部会を作ったり，連携したことが，１つの学校

になることで，日常的にそういった繋がりができるのではないかという可能性もあろ

うかと思います。ただ，一概に地域の中で，どのように子どもたちが育まれていくの

か，あるいはこれまでの歴史や文化や伝統を持っていた地域が１つになっていく中で，

そうした地域と共にある学校という考え方の中で，やはり住民の方々と，子どもたち

をどのように育てていくのかという共通理解を深めていくことが必要になってくると

考えております。 

 

（教育長）当該の中学校区におけるアンケート調査の結果などからの御意見というのは，
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いかがでしょうか。 

 

（参事兼教育政策課長）小中一貫校については，あくまでもその選択肢の中で，いろい

ろな選択を選んでいただきたいということで，項目をつけさせていただきました。そ

の中で，地域の皆様も，このようなものがあるのであれば，これということで，答え

られたかもしれませんので，その辺りについては，それに対する懸念についてお伝え

をしていかなければいけないと思います。それと，市内全域でするわけではないので，

転校した場合に学習内容が変わってしまうというところも，配慮が必要ではないかと

いう思いは少しございます。 

 

（山中委員）アンケートの自由意見を見させていただくと，天栄中学校区であっても各

４つの小学校区において，それぞれ意見があり，やはり栄小学校の方や郡山小学校の

方からすると，天名の方々より，どうしても複式学級というのは，縁遠いのかという

読取りもできると思います。本当にいろいろな意見があると思います。その中で，行

政として，教育委員会として，成すべきことは一方的に押し付けるようなことは避け

るべきであり，地域で十分に熟議をされながらやっていく，それを一番にしてやって

いくということを聞いて，その通りだと思います。ただ，その中で一番大事なことは，

正確な情報提供であり，その中の１つとして小中一貫の情報も出されたのだと思いま

す。さらに踏み込んで，県内，県外でも小中一貫校を実施され，だいぶ時間も経って

いると思いますので，そういった資料提供，情報提供が必要だと思います。やはり学

校の中で子どもたちがどのように育っていくかという部分では，教師であるとか教育

委員会の目線がすごく大事になってくると思います。子どもたちの集団の保障という

のがすごく大事だと思います。１０人以下の数人の学級の中で，子どもたちがどのよ

うに育っていくのかというのは，関係性が固定化されてしまって，就学前から中学校

へ入るまで，あの子はこんな子というように凝り固まった中で，みられた子は逃げ場

もない，ほかの集団に移っていくこともできないような状況にあるということを，ず

っと以前から小規模の学校の先生からお聞きもしていました。そうした保護者の方や

地域の方々からはなかなか見えない部分をしっかりと提供しながら，今後議論して行

っていただく，十分に熟していくための情報提供を是非ともお願いしたいと思います。 

 

（教育長）非常に大事な意見として承りました。 

 

（教育委員会事務局参事）先ほどの小中一貫校の話について，補足をさせていただきま

す。小中一貫校で，施設が分離した中で管理職をそれぞれ置くようなスタイルがあり

ます。管理職が１人で９年間，子どもたちの成長，学びのリーダーシップを発揮して

いくというのが義務教育学校ということです。国の方もこれからの教育について，何

が良いのかの制度改正が進められています。 

 

（下古谷委員）小中一貫校の話について，特に子どもの数が少ないようなところで，小

中一貫を進めていくと，１学年１クラスという形になり，９年間そうなると，仲のよ
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い子たちはよいのですが，そうでない子たちは少しというような問題も生じてきます。

中学校は１つで，小学校が３つあると，場所が違うと行き来，交流という別の問題が

発生して，どのシステムでも一長一短はあろうかと思います。そして，このアンケー

ト結果のところで，近隣の小学校との統合という設問で，概ね５０％の方がそれでよ

いのではないかという結果があります。ただ，自由意見のところを読んでいくと，で

きれば統合は避けていただきたいという意見もたくさんあり，情報をきちっとオープ

ンにして，住民の方に上手に説明をしながら進めていかないと，なかなか前に進んで

いかないのではないかと思いました。その辺の情報提供，説明会などいろいろ工夫を

して，できるだけ市民の方に風通しの良い状態で進めていけるようなやり方をやって

いただければよいと思います。 

 

（参事兼教育政策課長）いただいた意見を参考に進めさせていただきたいと思います。 

 

（福嶋委員）意見が千差万別で，なかなかどう読み取ったらよいかわからないところあ

り，統合を避けたいという意見，子どもの声が聞こえなくなったら寂しいという意見

もわかります。教育政策課としては，この中から地域ごとや，年齢ごとなどのアンケ

ートを取っているので，どのようなことが読み取れた，どのようなことがわかったと

考えているのでしょうか。 

 

（参事兼教育政策課長）わかったことは，本当に千差万別だということです。年齢に関

わらず，いろいろな考え方を持っていらっしゃるし，それぞれ学校に対する思いとい

うのを持っていらっしゃるということを強く感じました。そこを忘れずに，ただ，学

校をどうするということではなくて，考えていきたいのは，その学校に通う子どもた

ちにとって一番良いのはどのようなところなのかということを中心に押さえていきた

いと思っています。 

 

（教育長）子どもたちのことを一番に考えてまいりたいと思っています。 

 

（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「考古博物館 企画展 鈴鹿の歴史を学ぼう 鈴鹿市史 原始編について」

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３番目，「考古博物館 企画展 鈴鹿の歴

史を学ぼう 鈴鹿市史 原始編」について，説明させていただきます。１ページを御

覧ください。令和２年７月１１日（土）から８月３０日（日）まで，「考古博物館 企

画展 鈴鹿の歴史を学ぼう 鈴鹿市史 原始編」を開催いたします。鈴鹿市史は全５

巻からなり，昭和５５年から平成元年にかけて刊行されました。今回の展示の中心と

なる第１巻は通史編で，旧石器時代から戦国時代について記述されており，刊行から

今年で４０年になります。刊行後に市内では多くの発掘調査が実施され，資料が増加

するとともに新たな発見もあり，考古学・歴史学の研究は日々進んでいます。そのよ
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うな状況の中で，基礎資料として活用されているのが鈴鹿市史で，鈴鹿の歴史を学ぶ

ための基本となっているものです。今回の展示では，旧石器時代から古墳時代の原始

に限定し，その中から主要な資料を展示します。そして，近年新たに市の文化財に指

定された考古資料を加えて，改めて鈴鹿の歴史を考えます。主な展示資料といたしま

しては，大木ノ輪遺跡や上箕田遺跡から出土した弥生土器，アカゴ塚から出土した三

角縁神獣鏡，保子里古墳群や岸岡山古墳群から出土した須恵器や埴輪などで，    

約１３０点の展示を予定しております。会期が夏休みと重なることから，来館する多

くの子どもたちが鈴鹿の歴史に親しみ，考古学や歴史について関心を持つことができ

る展示にしたいと思っています。なお，例年，企画展示を補完する意味で関連講演会

の開催や，夏休み子ども体験博物館を実施していますが，今年度については，新型コ

ロナウイルス感染拡大予防の観点から開催を見合わせるとともに，展示期間中も，マ

スク着用，手洗いや消毒など喚起しながら企画展示を進めていく予定です。 

 

（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）考古博物館の展示もさながら，講演会はいつもたくさんの方が来て，県外

からもみえ，好評だったのですが，今年度３月頃まではどのような活動状況になるの

でしょうか。 

 

（文化財課長）考古博物館につきましては，５月の末まで閉館しておりました。その中

で，令和元年度に発掘調査で掘り出したものの展示を「速報展２０１９」として予定

しておりましたので，特別展示室の中に飾ってあったのですが，その写真を撮ってフ

ェイスブックやツイッターに掲載し，また，中日新聞さんや，伊勢新聞さんがかなり

写真を撮っていただいて，文化財について掲載いただき，そういったことで一般の方

に見ていただいたということがあります。いつから開館するのかなどのお電話をかな

りいただいており，完全に開いたのが６月初めからになりました。子どもさんから勾

玉づくりに行きたいとか，そういったお話もいただいていたのですが，どうしても開

けることができないとお断りをさせていただいて，開けたら来てくださいというお願

いをさせていただいておりました。 

 

（福嶋委員）いつもいろいろやっていただいいているので，じれったいなと思われるか

もしれませんが，仕方ないことですね。 

 

（下古谷委員）今回，鈴鹿市史の原始編ということで企画をされていますが，これはシ

リーズものになって，今後続いていくのでしょうか。 

 

（文化財課長）鈴鹿市史は５編ありますので，来年これができるのかは不明ですが，シ

リーズというのを考えながら，次の企画を作っていく予定をしています。 

 

（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
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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」をお願いいたします。 

 

（参事兼教育総務課長）私からは，４月，５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。報告資料の３ページ，４ページを御

覧ください。これまでに報告済みの内容も一部ございますが，改めて報告させていた

だきますこと，御了承願います。鈴鹿市立幼小中学校園では，文部科学省が示す「学

校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい

生活様式」～(２０２０.６.１６ Ｖｅｒ．２)」に基づきながら教育活動に取り組みま

す。なお，取組内容については，情勢変化に応じて変更することがあります。「１ １

学期末及び２学期始の予定について」でございますが，１学期末の予定としまして，

終業式は７月３１日（金）とし，給食終了日は，７月３０日(木)とします。２学期始

めの予定としまして，始業式は８月２４日（月）とし，給食開始日は，８月２５日(火)

とします。その他としまして，幼稚園も小学校の予定に準じます。また，夏季休業中

に登校日又は登園日は設けず，補充学習や外国人児童生徒への日本語教育等を，各学

校の実態等に応じて実施します。「２ 主な学校行事について」でございますが，運動

会・体育祭は，９月以降に実施することとし，各学校園で密集及び密接を避けたプロ

グラムや日程などの実施内容及び実施方法等を決定し，各学校園から保護者等に連絡

します。文化祭・発表会等は，各学校で３つの密（密閉，密集，密接）が重ならない

実施内容や実施方法等を検討します。令和２年１０月９日（金）に予定していたキッ

ズウィークによる休業は実施せず，通常授業を実施します。修学旅行は，小中学校と

も９月以降の実施で検討します。小学校で自然教室又はキャンプを実施する場合は，

宿泊を伴わないこととします。社会見学を実施する場合は，目的地を三重県内としま

す。「３ 部活動について」でございますが，６月２７日（土）以降，市内中学校と練

習試合等の対外試合を可能とし，７月以降，市外の中学校と練習試合等の対外試合を

可能とします。令和２年度鈴亀地区中学校総合体育大会夏季大会は中止とし，代替大

会として，令和２年度鈴亀地区中体連交歓記念大会を開催します。なお，競技によっ

て，新型コロナウイルス感染症への対策が困難と判断される場合は中止します。「４ 

基本的な感染予防対策」でございますが，児童生徒及び教職員は，通常マスクを着用

します。ただし，体育の実技や部活動実施時，熱中症などの健康被害が発生する可能

性が高いと判断される場合は状況に応じて，マスクを取り外し，活動することとしま

す。検温等の健康観察，手洗い，換気，咳エチケットを徹底します。最も感染拡大の

リスクを高める３つの条件（３つの密）が同時に重なった場での行動を避けるように

します。給食の配膳時や，学習活動等でグループや対面で活動を行う必要がある場合

には，フェイスシールドを着用するなどの対応を行います。給食時は，机を向かい合

わせにせず，会話を控えるようにします。「５ 感染者又は濃厚接触者が報告された場

合の対応について」でございますが，鈴鹿保健所及び鈴鹿市医師会と相談の上，「新型

コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン」等に基づ

き，学校の全部または一部の臨時休業の実施等について，鈴鹿市新型コロナウイルス

感染症対策本部で検討します。各学校では，学校医と養護教諭との情報共有を行いま

す。「６ その他」でございますが，学習指導要領に基づき本年度内に学習すべき内容
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は，年度内に履修を終えるようにします。学習支援や登下校支援等に当たる学校支援

ボランティアの方には，マスクの着用，検温，手洗いなど，感染予防対策の徹底をお

願いした上で活動に御協力いただきます。新型コロナウイルス感染症に伴い家計が急

変した場合は，学校への相談を促します。発熱や風邪の症状がみられる場合又は，新

型コロナウイルスへの感染が心配で欠席した場合は，欠席とせず出席停止として取り

扱います。各家庭に，熱中症予防対策に向けて水筒等での水分の持参に協力を依頼し

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。 

 

（吉澤委員）「６ その他」で，「学習すべき内容は，年度内に履修を終えるようにしま

す。」とありますが，この３か月間授業がなくなってしまい，ほかの市ですと，土曜日

に授業を行ったりとか，６限授業をしたり，冬休みの短縮というのを考えていると聞

いていますが，鈴鹿市ではどのような方法を考えているのでしょうか。 

 

（教育指導課長）本市におきましては，夏休みの期間を短くし，１学期が７月の末まで

で，２学期の始まりが８月２４日からということで，夏休みを短縮することによって，

授業時数の確保をします。それから，各学校の実態に応じてになるのですが，従来土

曜日の活動ということで，地域行事等をやっていた内容につきまして，学校で授業を

３時間組み込むなどの工夫を行うことによって，３月末までの間で全て学習内容を終

えられるような年間計画をしっかりと作っております。その内容ですと，年度内には

臨時休業が再度行われない限り終えることができるのではないかということで，学習

を進めていただいています。１学期末についても，どこまで進捗したかというのを確

認しながら，２学期以降の学習状況を確認して，各学校に働きかけていきたいと思っ

ています。 

 

（吉澤委員）ほかの学校で聞きますと，先生方も短縮された中でとても大変だと思うの

ですが，終えようと思って飛ばし飛ばしに，すごくスピードを上げて，子どもたちの

テストの成績がすごく悪かったというのも聞いておりますので，その辺どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

（福嶋委員）学校が休みの時にどうやって勉強をしたらよいかということを，いろいろ

模索されたかと思いますが，学校が始まって，２次，３次が起こる可能性がないとは

限らないので，その場合はタブレットを使った学習などを進めていく方向ではあると

思いますが，いつそうなっても良いように，家庭でも勉強できるような方法を模索し

ていくのでしょうか。 

 

（教育指導課長）おっしゃっていただいたようなことが十分想定できますが，全ての子

どもたちに１人１台パソコンがまだ手元にない状態ですので，オンライン学習という

ものについても家庭に環境がない子どもたちについては，分散しながら学校で活用す
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るとか，または家庭にあるパソコン等を使ってオンライン学習ができるような状況も

これから整えていかなければいけないと思っています。また，動画での先生方の授業

というのも，前回の臨時休業でも少しずつ進められてきたことがありまして，そうい

った対応もこれからできていくのではないかと思っています。ＩＣＴ環境の整備とと

もに対策を講じていきたいと思っております。 

 

（参事兼教育政策課長）教育ＩＣＴ環境整備というのは，必要になったというのが，こ

の臨時休業をするという状態のところだったかと思いますが，それにつきまして，国

の方でもＧＩＧＡスクールの加速化ということで，前回の定例会で，予算を認めてい

ただいたところでございますし，それにつきましては，６月定例議会で御承認をいた

だきました。大きくここから進めることができますので，急いで調達を行いまして，

整備をすると同時に，学校で利用ができるように校内通信ネットワークの整備も合わ

せて進めてまいりたいと考えています。こちらについては，令和２年３月の定例会で

補正予算の承認をいただいていたのですが，いろいろお話しをさせていただく事業者

側の方が自粛で全く活動されていなくて，そういうところの話がなかなかできなかっ

たというところでございました。そこについては，情報提供依頼ということで，情報

をいただいているところでございます。それを踏まえてプロポーザルに向けて舵を切

ってまいりたいと考えております。 

 

（下古谷委員）新型コロナウイルス感性症予防について，学校だけでなく，いろいろ大

変な世の中になっているということで，これは避けて通れないと皆さんが感じている

と思います。先週，小学校と中学校の様子を見せていただきましたが，先生方は３密

を避ける，十分に換気をしなくてはいけないということで，窓を開けて授業をされて

いました。それだけではなく，特に低学年などでは窓から転落するかもしれないとい

うことで，窓にストッパーをはめ，それ以上開かないようにして安全対策も十分に考

えていただいて，いろいろな取組をされていました。校長先生のリーダーシップのも

と，先生はいろいろなところで，配慮をしてもらっているということを感じました。

それと，中学校に行かせてもらった時に，アクティブ・ラーニングというので，昨年

度まではグループになって勉強していたところが多かったと思いますが，今は対面に

なるのをできるだけ避けるということで，従来型の先生と生徒がフェイスツーフェイ

スという形で授業をしていました。理科の授業を参観させていただいた時には，生徒

が３０センチくらいのものさしを持って，放し，もう一方の生徒が条件反射で取り，

何センチで取れたかという授業をやっていました。そうすると，生徒同士がどうして

も対面になりますので，その時にはマスクやフェイスシールドをしてということで，

本当にいろいろ工夫して授業をしていました。生徒たちもフェイスシールドをしてい

て，暑いのかと思ったら，嫌という雰囲気は全くなく，これは良い授業をしていると

思いました。もう一点，先ほどＩＣＴのことが出ましたが，単焦点のプロジェクター

を黒板の上に付けて，白いスクリーンに映せるようになっています。そのスクリーン

の上で書いたりできるのですが，先生が使い方をわからない状況だった時に，生徒の

方が，「先生，あそこを押すんだよ」と教えてくれていました。むしろ子どもたちの方
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が先に覚えていっているような，そんな場面もありました。ＩＣＴというのは，一長

一短ありますが，これからはそういう教育というのもやっていかなくてはいけないと

感じました。これは将来を見据えていくと，新学習指導要領になって，新しい教育，

新しい生活様式などそういったものを考慮した中で，教育というものが変わっていか

なければならないだろうなということを勉強させてもらいました。現場の先生は，い

ろいろと配慮していただいて，大変なのだろうということ感じました。ただ，これ以

上子どもたちの学びを止めない，続けていくことは大事なことなので，是非今後もそ

のような方向で，前向きにどんどん進めていってほしいと思います。 

 

（教育長）臨時休業期間中は，先生たちも目の前に子どもたちがいないということで，

ＩＣＴの勉強がずいぶん進みまして，学校を再開してから，ほとんどの先生方がＩＣ

Ｔを駆使しながら授業を進めている姿をたくさん目にします。この期間にいろいろ課

題になってきた部分もありますので，ＧＩＧＡスクールについても本当にできるのか

という懸念もあったのですが，国からの補助もありますし，今回補正予算も認めてい

ただきまして，皆さんに後押しをしていただきながら，しっかりと着実に進めていき

たいと思っております。多額の投資をすることですので，最大限活用しながら良い教

育をできたらと思います。 

 

（福嶋委員）臨時の休業期間が長かったので，子どもたちへの影響について，どのよう

に総括していらっしゃるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）各学校へ聞き取りをさせてもらっているところでは，生活習慣の定着

という，学校においては１限目から６限目という時間に区切って動いていたものが，

やはり家庭学習で，朝起きる時間や，学習に取組む時間数などについて若干の乱れが

あったということを感じているとおっしゃってみえました。ただ，学校再開に当たっ

て，すぐにまた取り戻すこともできて，子どもたちとまた会えて，元気に学校生活を

送れるという喜びの方が大きく，良い経験ではないですが，良い面がでてきたという

意見を聞いております。 

 

（福嶋委員）いろいろな保護者の方に聞くと，今回のことで学校の有難みが本当によく

わかったとおっしゃっていました。学校の役割というのは勉強だけではなく，もっと

大きな意義というか，そういう位置を占めているのだということを皆が実感した期間

だったと思います。 

 

（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）｢令和２年７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）７月定例会でございますが，令和２年７月１４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。 



16 

 

（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,７月教育委員会定例会を令和２年７月１４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６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。 

 

 

 

６月教育委員会定例会終了 午後３時７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 福嶋 礼子 

 


