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令和２年８月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 令和２年８月１２日（水）午前９時から 

 

２ 場所 鈴鹿市役所 本館１１階 教育委員会室 

 

３ 出席 教育長（中道公子） 

教育委員会委員（下古谷博司，福嶋礼子，山中秀志，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），子ども家庭支援課長（佐野仁美），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４号補正予算案）の承認について（地域協働課） 

（２）令和２年度鈴鹿市教育費第５号補正予算案について       （関係各課） 

（３）令和３年度使用中学校教科用図書の採択について        （教育指導課） 

 

６ 報告事項 

（１）市民学習活性化事業 すずか市民アカデミー「まなベル」について（文化振興課） 

（２）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９月教育委員会定例会の開催について    （教育総務課） 

 

８ 傍聴人 １０名 

 

（教育長）皆様，おはようございます。定刻となりましたので，ただ今から令和２年８

月教育委員会定例会を開催します。本日の議事録署名委員は，山中委員にお願いいた

します。 

 

（教育長）それでは，議事に入ります。議案第１９６３号「専決 令和２年度鈴鹿市教

育費第４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 
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（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４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，説明申し

上げ，その後，各課所管分について地域協働課から説明申し上げます。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，    

６９億２,５６８万３千円でございます。今回の補正は，９６万９千円の増額補正を行

うものでございまして，補正後の額は，６９億２,６６５万２千円となります。次に，

財源内訳でございますが，補正額の財源内訳の国・県支出金は１,５７３万８千円で一

般財源は１,４７６万９千円減額する分と，今回増額補正分の９６万９千円を加えた   

１,５７３万８千円全てについて新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

の，国庫補助金を充当しようとするものです。なお，今回の補正で一般財源から国庫

補助金への財源更正を行う事業費につきましては，５月定例会で承認いただきました

学校教育課所管の小学校費及び中学校費の新型コロナウイルス感染症対策関連の補正

予算による感染症予防のための学校業務支援員の報酬や消耗品を購入するための事業

費でございます。 

 

（地域協働課長）それでは，地域協働課所管分について，説明申し上げます。「２ 教育

費補正額内訳」でございますが，款 教育費，項 社会教育費，目 公民館費の「管

理運営費／事務費」の９６万９千円の増額でございます。こちらについては，新型コ

ロナウイルス感染拡大防止対応のため，国の地方創生臨時交付金を活用し，公民館に

配置する除菌用アルコールジェルや職員用のフェイスシールド，使い捨てのビニール

手袋などの消耗品購入のための増額補正を行うものです。 

 

（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）補正予算については，異論はありません。最近コロナの患者の方が発生し

ていて，新型コロナ予防に対するお金は足りていると考えてよろしいのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）７月以降に市内の患者が発症してきておりますが，現在は夏休

み期間でございますので，消毒液等の消費はなく，これまでの補正等により，確保で

きていると考えております。今後につきましても国からの情報を得ながら，学校の感

染症対策に支障が生じないように進めていきたいと思います。 

 

（学校教育課長）昨年度の補正予算でいただいたものが，まだ残っております。また，

こちらで９月末，１２月末にも順次アルコール配布予定になっておりますので，十分

足りていると考えております。 
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（福嶋委員）安心しました，ありがとうございました。 

 

（下古谷委員）アルコールを準備していただけるとのことですが，最近はアルコール以

外にも次亜塩素酸水なども消毒液に使ってよいというガイドラインに変わってきたと

思います。鈴鹿市でもそういったものの使用というのもお考えになっているのでしょ

うか。 

 

（学校教育課長）次亜塩素酸水については少し取扱いが難しいので，教育委員会としま

しては，界面活性剤の洗剤を既に各学校に配布しております。また，大規模校になり

ますとたくさん必要になってきますので，次亜塩素ナトリウムのハイターやブリーチ

などを使うように指示を出しております。また，８月６日に「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」     

～(２０２０.８.６ Ｖｅｒ.３)」が掲示されておりますので，こちらの方も学校へ情

報共有させていただいています。 

 

（山中委員）アルコール購入に関して，品薄や購入が難しくなるなどありましたが，最

近はどうなのでしょうか。 

 

（学校教育課長）既に９月，１２月と予約を取ってありますので，アルコールの確保に

関しては確実に入ってくる予定です。 

 

（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１９６３号「専決 令和２年度鈴鹿市教育費第４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 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１９６３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１９６４号「令和２年度鈴鹿市教育費第５号補正予算

案について」をお諮りいたします。 

 

（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５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。 
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(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，教育指導課，文

化振興課，文化財課，図書館，子ども育成課，子ども家庭支援課の順に各課から説明

申し上げます。議案書の４ページを御覧ください。まず，１番の表の教育費補正額で

ございますが，補正前の額は，６９億２,６６５万２千円でございます。今回の補正は，

１億９,５１７万４千円の増額補正をお願いするもので，補正後の額は，７１億   

２,１８２万６千円となります。次に，財源内訳でございますが，国・県支出金が１億

３,６１５万１千円の増額，その他が７７万９千円の減額，一般財源が５,９８０万  

２千円の増額でございます。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 学校管理費の「教育施設管理

費 維持修繕費」３２７万８千円でございますが，旭が丘小学校に支援を必要とする

児童が，想定数を超えて入学したことにより，特別支援教室が不足していることから，

多目的教室を特別支援教室に改修するものであります。次に，項 小学校費，目 学

校管理費の「給食調理室運営費／備品購入費」１，８１５万８千円でございますが，

新型コロナウイルス感染症防止対策として，小学校の自校調理室の食器を消毒乾燥す

る保管庫について，購入から２０年以上経過し，耐用年数を超過した１４台を衛生的

な給食調理業務を維持するために更新するものであります。次に，項 中学校費，目 

学校建設費の「学校施設長寿命化改良・大規模改造事業費」１，０３７万８千円でご

ざいますが，来年度，白鳥中学校，千代崎中学校，白子中学校の長寿命化改良工事の

設計を実施するに当たり，校舎の健全度を事前に把握する必要があることから，耐力

度調査を実施するためのものであります。次に，項 保健体育費，目 保健体育総務

費の「学校給食管理費」２８５万５千円でございますが，そのうち９５万５千円は，

４月,５月の学校臨時休業による学校給食中止に伴い，キャンセルができなかった給

食食材を買受けした鈴鹿市学校給食協会に対して交付するものであります。これは，

保護者に給食費の追加徴収をするのではなく，公費を用いて支援することで，結果，

保護者の負担軽減につなげるためのものであります。また，１９０万円につきまして

は，４月,５月の学校臨時休業による学校給食中止の影響を受けながらも，学校給食の

野菜供給におきまして，地産地消の推進のため，一時的な代替販路の確保や体制維持

等に必要な取組を行い，学校給食再開後の市内産の野菜の安定供給に繋げている事業

者を支援するために奨励金を交付するものであります。 

 

（学校教育課長）続いて，学校教育課所管分になります。項 教育総務課費，目 教育

振興費の「新型コロナウイルス感染症対策学校再開・学習保障等支援事業費」の    

５，６００万円について，御説明申し上げます。これは，学校における感染症対策，

学習保障に係る支援事業費としまして，学校長の判断で感染症対策や，学習保障等に

迅速かつ柔軟に対応することができるように学校教育活動を支援するものでございま

す。これまでの新型コロナウイルス感染症対策として，フェイスシールドや非接触型

体温計，消毒用アルコール，防護服などを配布してまいりました。本事業は，校長の

判断で感染症に関する物品購入や簡易な設備設置ができるものでございます。各学校
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で新型コロナウイルス感染症対策に必要とするものは，それぞれ違います。そこで，

学校長の判断でそれぞれ買っていただくことになります。各学校の配当額でございま

すが，児童生徒数が１人から３００人の学校は，１００万円で，小学校１７校，中学

校１校になります。児童生徒数が３０１人から５００人の学校は，１５０万円で，小

学校７校，中学校５校になります。５０１人以上は２００万円で，小学校６校，中学

校４校となっております。 

 

（教育指導課長）教育指導課分につきまして，説明申し上げます。項 小学校費，目 教

育振興費の「修学旅行費」についてですが，新型コロナウイルス感染症対応に係る修

学旅行の目的地変更に伴う宿泊先旅館やホテル等のキャンセル料１７０万円を補償す

るものです。続いて，項 中学校費，目 教育振興費の「部活動振興費」についてで

すが，新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い，吹奏楽コンクールが中止されたこ

とに伴う，その代替えとして，各中学校の吹奏楽部の演奏をケーブルネット鈴鹿で放

映するとともに，ＤＶＤを制作する費用１００万円をケーブルネット鈴鹿へ委託する

ものです。 

 

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

目 社会教育総務費の「成人式費」４８７万２千円の増額補正でございます。令和３

年１月１０日（日）に予定しております成人式につきまして，新型コロナウイルス感

染症対策を講じるため，会場をイスのサンケイホール鈴鹿（市民会館）から鈴鹿サー

キットグランドスタンドに変更して開催するための会場使用料等の経費でございます。

こちらの経費につきましては，国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金を活用する予定でございます。 

 

（文化財課長）文化財課所管分について説明申し上げます。項 社会教育費，目 文化

財保護費で，まず，歳入につきましては，新型コロナウイルス感染対応地方創生臨時

交付金を受け，資料館等維持修繕費の国庫補助金６００万円の増額と，次に，財団法

人自治総合センターからのコミュニティ助成金を受けて，指定文化財修復費補助のそ

の他財源を２５０万円の増額，次に目 博物館費の「管理運営費／事業費」のその他

財源３２７万９千円を減額するものでございます。減額の内訳としましては，博物館

観覧料等について２７万２千円，すずか応援基金繰入金１５２万７千円，岡田文化財

団等助成金６０万円，鈴鹿市史売払い代等８８万円でございます。次に，歳出につき

ましては，まず，項 社会教育費，目 文化財保護費の「資料館等／維持修繕費」の

施設改修工事費の６００万円増額でございます。こちらの内訳につきましては，新型

コロナウイルス飛沫感染防止のため，佐佐木信綱記念館と伊勢型紙資料館の施設のト

イレを乾式・洋式化とする改修費用でございます。次に，指定文化財修復補助金   

２５０万円を増額でございます。こちらは，財団法人自治総合センターからの一般コ

ミュニティ助成金を活用した白子の山中町自治会が所有する勝速日神社祭礼用山車の

土台部修復に対する補助金でございます。次に，項 社会教育費，目 博物館費の「管

理運営事／分館費」において５４７万円を減額するものでございます。内訳といたし
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ましては，歴史公園竣工記念講演会６万９千円，歴史公園竣工記念イベント２８８万

２千円，特別展２３２万２千円，夏休み体験博物館６万６千円，スタンプラリー５万

１千円，考古博物館ボランティアガイド養成講座委託業務８万円でございます。新型

コロナウイルス感染症拡大防止のため，事業を中止したためでございます。 

 

（参事兼図書館長）図書館の所管分について説明申し上げます。項 社会教育費，目 図

書館費，「管理運営費／運営サービス事業費」の２２２万２千円の増額でございます。

国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し，図書を消毒除菌す

る機器を導入し設置するための費用です。図書資料を，利用者自ら紫外線による消毒

除菌機器に入れ除菌するもので，清潔な図書資料を，安心して利用できる図書館環境

を整えるものでございます。また，項 社会教育費，目 図書館費，「管理運営費／分

館費」で８８万２千円の増額です。これは，江島分館事務所の空調機故障のため，改

修工事を行うものです。 

 

（参事兼子ども育成課長）子ども育成課所管分について，説明いたします。項 教育総

務費，目 教育振興費の「子育てのための施設等利用給付事業費」７，７１０万円の

増額でございます。これは，幼児教育保育の無償化により新制度に移行していない私

立幼稚園を利用する満３歳から５歳の子どもたちの保育料につきまして，該当となる

子どもの数が当初の見込みより多いことが判明しましたことから，その不足となる経

費を計上するものでございます。続きまして，項 幼稚園費，目 幼稚園費の「幼稚

園運営費／園用需用費」９９５万円の増額でございます。これは，昨年度の国の補助

事業，認定こども園等緊急環境整備事業費が本年度に繰越をされたことと，今年度再

度補助対象を広げた形で補助事業が実施されることを受け，昨年度未執行であった 

４９５万円と，本年度分５００万円を合わせて９９５万円を計上するものでございま

す。内容といたしましては，公立幼稚園におきまして，新型コロナウイルス感染拡大

を防止するために必要なマスクや消毒液等の衛生用品や備品を購入する経費でござい

ます。なお，本事業につきましては，全額国費負担でございます。 

 

（子ども家庭支援課長）子ども家庭支援課所管分について，説明いたします。項 教育

総務費，目 教育振興費の「教育相談事業費」３７４万９千円でございます。これは，

新型コロナウイルス感染症により生活環境の変化から不登校や学校不適応，生活困窮

による生活の不安定さなどの相談件数が増加しており，特に電話相談や家庭訪問，外

国人児童生徒及び保護者対応等の教育相談を迅速に行うため，教育相談体制の充実を

図ることが必要であることから，教育相談員の増員と母語協力員の時間数の増の経費

等を計上するものでございます。 

 

（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。 

 

（吉澤委員）小中学校の教員の駐車場がとても狭い学校が多いと思います。防災におい

て，いろいろと問題が出てくると思いますが，どこか駐車場を借りるような計画はな
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いでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）学校の駐車場につきましては，学校の敷地の空いているスペー

スに教職員の方の車を駐車いただいています。学校によりましては，校舎の配置や敷

地の形状によって，狭い駐車場もあろうかと思います。現在，学校敷地とは別の場所

で駐車場を確保するという計画はありませんが，今後そのような情報もいただきなが

ら，改善できるところは，工夫していきたいと考えております。 

 

（山中委員）博物館費の説明のところで，５７０万円の減額と聞こえたのですが，聞き

間違えでしょうか。 

 

（文化財課長）申し訳ありません，５４７万円と修正させていただきます。 

 

（福嶋委員）教育総務費の「子育てのための施設等利用給付事業費」のところで，無償

化されたことから予想以上に私立の幼稚園の方に行かれたということですが，どのく

らい増えたのでしょうか。また，「教育相談事業費」のところで，コロナでいろいろ心

配な御家庭が増えたということですが，どのくらいの件数の相談があるのでしょうか。 

 

（参事兼子ども育成課長）「子育てのための施設等利用給付事業費」の増額分について，

当初予定は，１，１００人だったのが，私立幼稚園の場合は満３歳になった時点で無

償化になりますので，それも含めますと１，３５０人となり，２５０人の増加という

ことで上げさせていただきました。 

 

（子ども家庭支援課長）「教育相談事業費」について，児童虐待の相談につきましては，

休校中は増えてはいませんでした。ただ，ＤＶ相談が増えておりまして，特定給付金

に係るＤＶ相談や生活困窮の経済的なＤＶというのが約倍以上に増えております。ま

た，身体的な児童虐待については増えていないのですが，保護者同士の夫婦喧嘩に伴

う心理的虐待というのが増えております。また，６月から学校が再開されましたが，

それまで月に数件であった不登校相談が６月には１５件程度になり，不登校の相談も

増えております。その中には外国人の就労の問題もありまして，食料支援を求められ

る外国人の方もみえます。 

 

（福嶋委員）私立幼稚園にたくさん行くとなると，これから公立幼稚園の数字などを調

整しないといけないということでしょうか。 

 

（参事兼子ども育成課長）昨年度，無償化が１０月から始まっておりますので，この予

算計上の時期では読みにくい状況であったというのが理由にあると思います。来年度

以降につきましては，きちんと精査し，計上させていただきたいと考えております。 

 

（福嶋委員）ＤＶが増えていることについて，家庭という閉鎖空間にあって，そういう
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夫婦喧嘩や家庭内での不満が溜まっていることが多いのと，困窮ということが大きな

原因だと思います。その閉鎖空間で，ある程度コロナ対策をしつつ，どうしたら家族

が外に向けて視線を向けられて，空気抜きというか，そういうような機会や何かを考

えていかなければならないのでしょうか。 

 

（子ども家庭支援課長）心配な御家庭につきましては，３月から家庭訪問をさせていた

だいておりまして，そこで育児相談や母親に代わっての育児をしながら，少し息抜き

をしてもらう時間を持ったり，少し食料支援をすることによって買い物に行かなくて

も自分で何かできるというような安心感，不安解消に努めているところでございます。 

 

（福嶋委員）経済的な困窮については十分な支援をお願いしたいと思います。 

 

（下古谷委員）教育総務費の「新型コロナウイルス感染症対策学校再開・学習保障等支

援事業費」の５，６００万円について，各校の校長先生の判断で購入できるというこ

とだったのですが，この学校だからこの購入品がという特徴的なものがあれば教えて

いただきたいと思います。また，中学校費の「学校施設長寿命化改良・大規模改造事

業費」について，耐力度調査という説明がありましたが，対象となっている学校はど

こになるのでしょうか。また，長寿命化ということから，基本，建替えはないのかと

思いますが，その辺の建替えも入れて考えていくのかなどについて，教えてください。

また，社会教育総務費の「成人式費」について，サーキットのグランドスタンドをお

借りするということですが，雨天でもグランドスタンドでやるのでしょうか。最後に

全体的なところで，今回コロナ関係の補正があり，国，県含めて補助金をいただいて

おり，今後も出費がかさんでいくと思います。もし国，県等からこのような補正が予

定されているという情報があれば教えていただきたいと思います。 

 

（学校教育課長）購入品の特徴的なものについて，それぞれの学校長が判断しているこ

ともありまして，ばらばらになっております。アルコールがもっと欲しいと言われる

学校もあれば，逆にアルコールはもう必要がないという学校もあります。ただ，緑豊

かな学校は，網戸を買いたいということがあります。常時窓を開けていますので，虫

が入ってくるということがあり，特徴としてはそういったところを掴んでおります。 

 

（参事兼教育総務課長）学校施設の長寿命化については，現在鈴鹿市内にある学校は  

４０校ありますが，大方の学校は昭和の後期，古いものですと昭和３０年代後半以降

に建てられた施設でして，築５０年以上の学校も出てきました。この中で今後，老朽

化が進む学校については，鈴鹿市が所有する公共建築物全体で多くの公民館なども同

時期に建てられており，全てを改築していくのは困難な見通しとしています。このこ

とから公共建築物を総合的に管理していくための公共建築物個別施設計画をこの７月

に策定し，このうちの約４５％が校舎，体育館，給食センター等の学校関連の施設に

なっています。この中で，建物の目標使用年数を８０年とし，長寿命化の改修を具体

的には令和４年度から３つの中学校で行うという計画でありまして，側だけもたせて，
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中の改装をしたり，又は現代の建物の社会的要求水準になるようにバリアフリーにし

たりすることを予定しています。そこで長寿命化できるかどうかの判断をするには，

現在の施設の構造躯体というコンクリートの強度や鉄筋の腐食度などが，きちんと確

認できないことには，この計画を進めることができないので，事前にコンクリートの

圧縮強度，鉄筋の腐食度などを調査し見極めた上で，長寿命化改修ができることを確

認する事前調査について計上させていただきました。計画としては令和４年度から工

事予定ですので，本年度内に調査を行い，来年の実施設計につなげていきたいと考え

ております。 

 

（文化振興課長）成人式の会場変更の雨対策について，サーキットと話をさせていただ

く中で，グランドスタンドの屋根がせり出している部分があり，大雨の場合でも上の

方であれば雨に濡れずに利用できるという説明を受けておりまして，雨が降った場合

でも会場変更をすることなく，グランドスタンドでさせていただく予定をしておりま

す。 

 

（参事兼教育総務課長）国の地方臨時交付金等につきましては，２次補正まで示されて

いまして，今後につきましては，新しい情報を見ながら有効に活用していきたいと思

います。そのほかにも雇用対策など全庁的に活用する中で，学校に関する部分に関し

て確実に採択できるように，努力していきたいと思います。秋ごろに３次補正がある

というようなことを予測しながらと考えております。 

 

（下古谷委員）緑豊かな学校に網戸というのは，現場だからわかることであって，上の

方で見ていると気付かないことだと思います。校長先生方の意見を反映されて，有効

に使うというのは非常に良いことだと思いました。また，長寿命化より建替えという

のはお金もかかるということですが，これからＩＣＴ教育ということで，違った未来

の教室と言いましょうか，そういったことが必要になってくるのではないかと思いま

す。そうすると，柱だけ残して長寿命化というようなことをすると，どうしても教室

に縛りができてしまい，建替えるのが一番良いと思うのですが，未来のＩＣＴ教育を

見据えた，いろいろ対応できる改修案を考えていただきたいと思います。サーキット

の成人式につきましても，大きな屋根のところでできるということですので，ありが

たく思います。 

 

（福嶋委員）成人式のことについて，サーキットで過去にやったことがあって，冬は風

がきつくて振袖を着ている方に不満が生じていました。今回はコロナがあるので，や

むを得ず広いところでということですが，来年度はまたその時に考えていくというこ

となのでしょうか。 

 

（文化振興課長）コロナ感染の対策ということで，換気ということが非常に大きな問題

でありました。当初予定しておりましたイスのサンケイホール鈴鹿（市民会館）も半

分の席の６００席から始めるということで，そういったことを含めて今年度はやむを
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得ず屋外開催になります。来年度以降につきましては，市の施設での分散ということ

も考えつつ，今年度させていただくサーキットの実績も踏まえて総合的に考えること

になると思います。 

 

（福嶋委員）広い会場ですので，いろいろなパフォーマンスをやっていただくにも違っ

た面が生じてくると思うので，よろしくお願いしたいと思います。 

 

（山中委員）教育総務費の「教育相談事業」について，相談員の増員ということで，非常

にありがたいことだと思います。相談の内容が深刻で，専門的な内容になってくると

ころもあり，予算をつけても相談員を確保していくのは難しいのではないかと思いま

すが，現状はいかがでしょうか。 

 

（子ども家庭支援課長）児童虐待ＤＶ対策等総合支援事業費補助金というのが国庫補助

金で考えられておりまして，そちらの児童の安全確認のための体制強化事業として，

２分の１の補助金も出していただけるということで，現在申請手続きを進めています。

４月１日から１名教育相談員を配置させていただいておりまして，家庭訪問や緊急に

来課相談をされた方の相談にのるということをやっておりまして，その件数が増えて

おります。電話された方が安心していただくような，すぐに相談にのれる人材を確保

したいということで，考えているところでございます。 

 

（山中委員）そうすると，今，探してみえるということでしょうか。 

 

（子ども家庭支援課長）１名教育相談員はおりますが，１名追加を予定しております。 

 

（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。 

 

（教育長）議案第１９６４号「令和２年度鈴鹿市教育費第５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１９６４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１９６５号「令和３年度使用中学校教科用図書の採択」

について，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，令和３年度使用中学校教科用図書を

採択するについて，教育委員会の議決を得るため，この議案を提出いたします。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは議案第１９６５号，令和３年度使用中学校用教科

用図書の採択につきまして，説明申し上げます。議案書６ページを御覧ください。今

年度は，令和３年度から使用する中学校用の教科書を採択する年になっております。

委員の皆様の机上には，三重県教育委員会が作成しました緑色冊子の「令和３年度使

用中学校用教科用図書選定に関する参考資料」及び三重県北勢第３地区教科用図書採

択協議会調査員が作成しました「令和３年度使用中学校教科用図書選定に関する調査

報告書」の２種類の資料を置かせていただきました。それらとともに，後ほど，係の

者が置かせていただきます該当教科の教科書を参考にしていただきまして，令和３年

度使用の中学校教科用図書を決定していただきますようお願いいたします。令和３年

度に使用する中学校教科用図書の採択につきましては，義務教育諸学校の教科用図書

の無償措置に関する法律により，県教育委員会の指導・助言を受けながら，鈴鹿市・

亀山市の２市で三重県北勢第３地区教科用図書採択協議会を組織して進めてまいりま

した。各教科の調査につきましては，６月２日をはじめとして，調査員会を３回から

５回開催し，調査をしてまいりました。そして，去る７月１７日に第２回三重県北勢

第３地区教科用図書採択協議会が開催され，採択地区内の各教育委員会に推薦する令

和３年度使用中学校教科用図書が決まりましたので，提案させていただきます。調査

員会では１０教科１６種目について，入念に教科書の調査を行うとともに，教科書法

定展示会や，鈴鹿市，亀山市内の中学校１３校を会場に行われた移動展示会における

アンケート用紙に記載されている意見も参考にして協議を重ねてまいりました。調査

員会の協議をまとめたものが，「令和３年度使用中学校教科用図書選定に関する調査

報告書」になります。報告は，推薦する図書を含めた２社をＡグループ，それ以外を

Ｂグループとする形式で作成されております。Ｂグループ内での順序はつけておりま

せんので，記載順は適宜でございます。およそ，良い点は白丸，気になる点は黒丸，

それ以外は黒点で記載がされています。ただし,調査員会の任意ですので,ほぼ全ての

項目に白丸,黒丸をつけている教科もあれば,黒点が多い教科もあります。それでは，

推薦する教科用図書及びその図書の推薦理由を中心に説明させていただきます。国語

につきましては，三省堂を推薦いたします。その主な理由といたしましては，読むこ

とに関する教材のページ数が他社を大きく上回っており,多彩な読み物教材に触れる

ことを通じて,自らの考えを持つとともに，対話を通して自身の考えを深められるよ

うな内容の構成になっていることが挙げられます。例えば，「１年」１８ページにある

ような「学びの道しるべ」が単元ごとに掲載され,丁寧かつ簡潔にわかりやすく学習の

プロセスが示され,配慮されています。また,「１年」４０ページ,１０４ページにあり

ますように「読み方を学ぼう」では,「学習のポイント」や「思考の方法」などの学習

方法の習得のための工夫が多彩であり,国語で学んだことが教科の学びに終わらず,応

用したり組み合わせたりしながら,繰り返し,いろいろな場面で活用できるように構成

されています。さらに,各学年に情報の扱い方に特化した単元が設定されております。

例えば,「１年」１４２ページに「複数の情報を関係づけて考えをまとめる」が掲載さ
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れており,データやグラフの読み取りをもとに,自分の考えを持ち,多様な考えに触れ,

対話を通じて考えを深める取組の過程がわかりやすく丁寧に示されています。古典に

つきましては,音読や朗読を通して日本人の心や文化に触れるという視点で作品が採

択されています。「１年」１１７ページにありますように,古文の現代語訳が,青色で本

文の下に掲載されており,レイアウトとしても見やすくなっています。１２７ページ

には,掲載された作品が年代バーで表示されており,作られた時代についても視覚的に

捉えやすく,時代背景等との関連も学びやすいような工夫がされています。読書指導

の充実という点につきましては,三省堂では,「１年」９２,９３ページにありますよう

に,国語科の学習が読書活動に結びつくよう,作家自身が読書体験を語っており,読書

の意義や効用についての理解が深まるよう,読書への関心・意欲を高めるような工夫

がなされています。一方,光村図書は,「知識及び技能」のページ数が多くなっている

反面,読むことのページ数が少なくなっており,生徒の現状を考えたときに課題が残り

ます。また,古典教材では,現代語訳が古文のすぐ左横に記載されているため,現代語

訳に目がいってしまうことから工夫が必要だと考えます。以上のことから三省堂を推

薦いたします。次に，書写につきましては，光村図書出版を推薦いたします。その主

な理由といたしましては，生徒にとって手本のわかりやすさ,興味や関心を感じる書

写教材であるとともに,生徒が自ら考え学ぶための見通しを立てたり,学習を振り返っ

たりするための工夫,視聴覚教材やコンピュータなどを利用して学習の充実を図るた

めの工夫や配慮がなされているということが挙げられます。例えば,３０ページに見

られるように,書写の目標について考えたり,５２から５３ページにありますように，

各教材の冒頭で文字について話し合う活動を設けたりして,対話を通して深い学びの

実現が図られるような工夫がなされています。また,４０，４１ページにありますよう

に,目標の把握から基礎，基本の理解，確認，活用，振り返りという学習の流れが一目

でつかめる構成がされていることから,生徒自ら主体的に見通しをもって学習できる

ような工夫がされています。また,６４，６５ページの「季節のしおり」や書写ブック

８，９ページ「名文を書いてみよう」を各学年に設定し,古典文学や短歌・俳句を書い

て活動に取り組むことで,優れた伝統的な言語文化への理解を深められるよう配慮が

されています。このことは,古文や短歌等の学習とも密接に関係しており，各単元との

関連性や我が国の言語文化に触れることで感性や情緒を育むことにつながると考えま

す。さらに,本編と硬筆練習帳「書写ブック」を相互に見ながら活用することで,個々

の生徒の実態に応じた指導ができるような配慮がされています。加えて,４１，４２ペ

ージにありますように,教科書のそれぞれの紙面にＱＲコードがあり,運筆動画や用具

の準備などの解説動画等を閲覧することができるような工夫がされており，非常に活

用しやすいものとなっています。以上のことから,光村図書出版を推薦いたします。次

に，社会科地図につきましては，帝国書院を推薦いたします。その主な理由といたし

ましては，地理的な見方，考え方を示す作業コーナー,２４ページ右下にあるような

「地図活用」が掲載されていることが挙げられます。また,１３，１５，１７ページに

ありますように「学習課題」が示され,諸課題について生徒が検討したり話し合ったり

するようなテーマを掲げ,思考させ表現活動につながるようにしています。これらは,

生徒がより主体的に学びに向かうことができる工夫であり,また,新たな気づきや疑問
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を抱かせ,さらに調べを進めようとする意欲を持たせることができるものとなってい

ます。帝国書院，東京書籍ともに,インターネットを活用し，自主的な学習に取り組む

ことができるようになっていますが,帝国書院は,ＱＲコードを掲載し,衛星画像やデ

ジタル地図帳等のコンテンツ利用ができるなど,一層工夫した内容となっています。

あわせて,Ａ４版が採用されていることで,１ページに掲載される地図の範囲が広く,

地域の特色が捉えやすいこと,また,カラーの色の具合が見やすいといった利点があり

ます。以上のことから,帝国書院を推薦いたします。次に,社会（地理的分野）につき

ましては,帝国書院を推薦いたします。その主な理由といたしまして,主体的・対話的

で深い学びの実現に向けた工夫という点で,巻頭に地理的な見方・考え方を示すとと

もに,各見開きに「節（章）の課題」に対応した学習課題を設けており,生徒が自主的

に課題解決に向けて学習が進められるようになっていることが挙げられます。また,

「確認しよう」「説明しよう」などのコーナーを設けることで,課題に対応した表現活

動が行えるようになっています。創意工夫の観点では,１５２，１５３ページに掲載さ

れているような「技能をみがく」が２３か所設けられ,地図帳，写真，雨温図，地形図，

統計，グラフの読み取り方や分析の手法など,地理学習の基礎的な技能を広く学べる

内容となっています。さらに,２２５ページに掲載されているようなコラム「未来に向

けて」（環境・防災・共生）を２５か所,２３４ページに掲載されているような特設ペ

ージ「地域の在り方を考える」を７か所設けており,実社会の人々が連携・協働して地

域にみられる課題の解決に取り組む姿から,社会的な正義感・責任感や自他の敬愛と

協力を重んじる公共の精神を養える工夫がなされています。「地域のよりよい発展を

目指して」と題した巻頭１・２の特集では,「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の意

義理解を涵養できる構成となっていることも,本教科書のより良い特色の１つである

と言えます。以上のことから,地理的分野の教科書については,帝国書院を推薦いたし

ます。次に,社会（歴史的分野）につきましては,東京書籍を推薦いたします。その主

な理由といたしまして,２２ページに掲載されているような小集団での協働的な活動

のコーナー「みんなでチャレンジ」を設けて対話的な学習活動等を促していること,単

元の終末部分に「まとめの活動」を設け,思考ツールを使って学習内容を整理したりす

ることができるようになっており,思考力や判断力,表現力を高め定着させるよう工夫

されていることが挙げられます。また,「もっと歴史」のページでは,学習内容を深く

掘り下げ，調べ学習に活用することができるようになっています。例えば,２７４,  

２７５ページの「震災の記憶を語り継ぐ」では,過去の震災の言い伝え等を取り上げて,

東日本大震災の記憶をどのように未来に伝えていくかということを考えられるように

なっています。さらに,巻頭に日本の国宝・重要文化財が豊富な資料とともに取り上げ

られており,日本の伝統や文化へのアプローチが図られているほか,巻末には「歴史の

中の植物」や「各地の主な史跡」が地図とともに掲載されており,生徒の興味・関心を

一層高めるように配慮されています。創意工夫の観点では,見開きごとに時代スケー

ルが表示され,特に世界史の分野で,当時日本ではどの時代に当たるかがわかりやすく

なっています。以上のことから,歴史的分野の教科書については,東京書籍を推薦いた

します。次に,社会（公民的分野）につきましては,東京書籍を推薦いたします。その

主な理由といたしまして,情報活用能力の育成に向け,生徒が主体的に調べ，わかろう
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として学習に取り組むための工夫という点で,ＤマークをもとにＱＲコードを活用す

ると,生徒のつまずきを補うシミュレーションや動画のコンテンツが提供され,学習効

果が高まるように構成されていることが挙げられます。また,内容の構成及び配列の

観点で見た場合,例えば,３７ページ,第２章の「個人の尊重と日本国憲法」では,イン

クルージョンの観点を踏まえながら,憲法が保障する基本的人権の学習から,個人情報

保護や環境権等,現代社会と人権の関連も取り上げられており,この章を通して人権に

関する意識を高められるような内容となっています。また,１７９ページ，第５章の

「地球社会と私たち」では,「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」について,地球環境・

エネルギー問題や国際協力,日本の政策の在り方など,多面的・多角的に学ぶことがで

きます。さらに,国際平和のために解決すべき課題については詳しい説明があり,国や

一人ひとりが果たすべき役割について考えられる内容となっています。創意工夫の観

点では,見開きの最初に「学習課題」を提示し,最後に「学習課題」解決のための「チ

ェック＆トライ」が設けられているほか,必要に応じて「見方・考え方」のコーナーも

設定されています。以上のことから,公民的分野の教科書については,東京書籍を推薦

いたします。次に，数学につきましては，新興出版社啓林館を推薦いたします。その

主な理由といたしましては,全生徒が共通で学習する「みんなで学ぼう編」と，個に応

じて取り組む「自分から学ぼう編」の２部構成になっており，授業で取り組む内容を

精選できるとともに，習熟度別学習で活用したり,家庭学習で自ら取り組ませたりで

きるよう工夫されていることが挙げられます。また,「１年」１１８ページにあります

ように,初出の重要用語の背景に色が付けられており，用語を忘れて確認したいとき

に探しやすいこと，「２年」２５ページや２７ページにありますように,生徒が苦手と

する文字を使った「奇数・偶数の表し方」や「２けたの整数の表し方」を具体的な数

をもとに色分けしてわかりやすく説明していること，「２年」５５ページや５７ページ

にありますように,章末問題にＱＲコードがつけられており，問題の考え方や解説が

見られること，「３年」「自分から学ぼう編」の１９・２０ページのように「入試にチ

ャレンジ」が各章にあることなど，学力の定着・向上や生徒の自発的な学習への効果

が期待できることも挙げられます。以上のことから,新興出版社啓林館を推薦いたし

ます。次に，理科につきましては，新興出版社啓林館を推薦いたします。その主な理

由といたしましては，他社に比べ，理科の見方・考え方や探求過程が明確に示されて

いること，単元の構成や配列，導入や展開の工夫，文章表現，図表や写真等における

適切さ，さらにＱＲコードが充実していることなど，全体にバランスが取れ，生徒に

分かりやすく使用しやすいものであることが挙げられます。また，単元や章のはじめ

に日常生活から疑問を見つける場面が示されており,課題や問題を見いだし，見通し

を持って学習活動に取り組むことができると考えられます。さらに,各項目で数多く

生徒への具体的な問いかけや課題提示があり，主体的・対話的に課題解決に向けた学

習が進むように配慮されています。「科学コラム」（「１年」６３ページのお仕事ラボ，

５３ページの深めるラボ・部活ラボ等）,３３ページ「発展」では，日常生活や高校・

仕事へのつながりなど身近なものを科学的に考えられ，学習の有用性や科学の魅力を

伝えているとともに，理科の世界の広がりも感じられます。また，生徒の理科への興

味関心を喚起し，学習への意欲を高めるダイナミックな写真やイラスト，そして，   
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３１０か所にも及ぶデジタルコンテンツの活用ができることも効果的です。また，見

開きの状態で，教科書本文が中央に，外側に写真やイラストが配置されているので見

やすさ・読みやすさがあります。以上のことから，新興出版社啓林館を推薦いたしま

す。次に，音楽・一般及び音楽・器楽につきましては，いずれも,教育芸術社を推薦い

たします。その主な理由といたしましては，注目するポイントや調べ方のポイントが

丁寧に記載され，最後には学んだことを生かして歌うところまで自然に導かれ,より

深い学びにつながる構成となっている点が挙げられます。また,取り扱う教材に関連

した風景や音楽史,また楽器演奏に関する資料等の写真を多く取り入れたり,「音楽１」

の２・３ページに野村萬斎さん，「音楽２・３の上」２，３ページに松任谷由実さんと

いったように音楽家や演奏家の生の声を掲載したりして，写真や資料が効果的に提示

されています。このことは,生徒たちの意欲を高め,音楽体験の入り口の授業において

生徒たちの感性を揺さぶり,感性を磨く可能性の高いものと考えます。さらに,教育芸

術社は,歌唱や器楽,鑑賞において多様なジャンルの音楽が幅広い能力に応じて選択で

きるように多くの曲が取り入れられていることや，指揮法など１年から系統立てて力

をつけられるような取り扱いがされていることなど,音楽が得意でない生徒も音楽の

楽しさを味わいつつ，興味を持って基礎・基本を着実に身につけていける教科書であ

るといえます。また,糸中綴じになっており，ページ全体が見やすく,楽器演奏時にも

扱いやすいことも優れた点として挙げられます。以上のことから，教育芸術社を推薦

いたします。次に，美術につきましては，光村図書出版を推薦いたします。その主な

理由といたしましては，美術１で基礎事項が丁寧に記載されていること,１つの題材

について,多面的・多視的に見つめることができ,造形的な見方・考え方を働かせるこ

とができるよう,随所において配慮されていることが挙げられます。例えば,美術１の

５８ページでは,学習を支える資料として，デッサンのための基礎事項などが生徒に

わかりやすく丁寧に記載されています。また，美術２・３の１０ページから１５ペー

ジに,多くのルネサンス時代の作品を紹介し，その特徴等が記載され,「最後の晩餐」

などは,他の多くの画家の作品と比べ,ルネサンスの作風やダ・ヴィンチの表現方法が

わかりやすく説明されています。さらに,美術１の３０ページからの屏風絵では,違う

作者の風神雷神図屏風を紹介し,その共通点や違いを味わうなど,多様な見方・考え方

ができるように工夫されています。一方,日本文教出版では,ルネサンス全体の作品を

紹介しているため,表現技法の違いがわかりにくかったり,紹介されている作品や資料

が限定的であるため,多様な発想の妨げになったりすることが考えられます。以上の

ことから,光村図書出版を推薦いたします。次に,保健体育につきましては,学研教育

みらいを推薦いたします。その主な理由といたしましては,教科の内容の精選が十分

なされており,基本的事項の理解や習得の徹底を図る上で,適切な創意工夫があること

が挙げられます。学研教育みらいでは,４１ページにありますように各章ごとに「振り

返ろう」，「確かめよう」，「生かそう」，「生活への活用」と構成された章のまとめがつ

いています。「確かめよう」では,基礎的・基本的事項の定着が確認でき,さらに「生か

そう」において,習得した知識を活用できる問題が設定されています。また,７０ペー

ジにありますように,１年間の学習の振り返りを記入できるようになっています。さ

らに,巻末では,体育実技や各教科等との関連をキーワードで整理して表に示し,教科
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横断的な学習へとつなげられるよう工夫されています。加えて,各単元に「学習の目

標」，「キーワード」がわかりやすく明示されていること,学習内容が学年別に構成され,

各学年の学習内容が分かりやすく見通しが持ちやすくなっていることも挙げられます。

以上のことから,学研教育みらいを推薦いたします。次に，技術家庭・技術分野，技術

家庭・家庭分野ともに,教育図書を推薦いたします。その主な理由といたしましては，

指導者にも生徒にもわかりやすく使いやすい教科書であることが挙げられます。両分

野とも本文の文字が大きく,簡潔にまとめられており,読みやすい内容になっています。

例えば,技術分野のエネルギー変換では,１２６ページ電気回路の記載は,図記号の記

載数が少なく説明文も要約されていますが,挿絵が大きくわかりやすくなっています。

同じように,家庭分野の生活を豊かにする製作の製作例では,１９９ページから練習作

品が４例掲載されており,実用的な雑巾やマスクを取り上げ,教科書見開きで作業順が

分かりやすく説明されています。一方,開隆堂は,文字数が多く,実習例も高度なもの

が多く記載されています。また,両分野とも１時間の授業進度を考えた場合,教育図書

は,授業者が教科書に沿って進めやすい特徴があります。例えば,技術分野では,教育

図書の５６ページ,箱の構造で支える便利なプランターラックでは,制作の過程や道具

の使い方が一連のものとなっています。一方,開隆堂の５６ページ,マルチラックの制

作では,制作の過程や道具の使い方は教科書のいろいろなページを開かなければなら

ない状況があります。同じように,家庭分野の教育図書の１２ページ，家族・家庭生活

では,開隆堂の１６ページに比べ,挿絵が多くわかりやすく,教科書に沿った授業展開

が期待できる配列となっています。このように教育図書は,新学習指導要領に即した

内容を分かりやすく,少ない時間数で学習できるように構成されています。以上のこ

とから教育図書を推薦いたします。次に，英語につきましては，東京書籍を推薦いた

します。その主な理由といたしましては,各Ｕｎｉｔに共通して，概要を把握し，文法

練習を交えながら詳細に読み込み，表現活動につなげていく形式がとられていること

が挙げられます。「３年」８ページでは,Ｕｎｉｔの冒頭にＰｒｅｖｉｅｗが配置され

ています。挿絵や動画を見ながら，簡単な内容の英語を聞くことによって新出表現の

導入を行います。形としては，小学校での導入の場面と同じ手法で，生徒にもなじみ

やすいと思われます。次の，短めの題材や会話文を中心としたＳｃｅｎｅで新出表現

についてしっかりとした説明と練習を行い，Ｒｅａｄ ａｎｄ Ｔｈｉｎｋでさらに

読む力と考察力，表現力を付ける構成となっています。指導者にとっても１時間の授

業のイメージをつかみやすく，一定の軸をもとに，幅を持たせた展開で指導すること

ができると考えられます。また,３０・３１ページにありますＧｒａｍｍａｒ ｆｏｒ 

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎでは，文法事項が丁寧に解説されてまとめられており，

生徒がそれぞれの学習事項の定着に合わせて，繰り返し，表現や用法等の確認をする

ことができます。各社ともＱＲコードを配置し，音声による学びへの支援が充実して

いますが，特に東京書籍については，各ページにコードを分けて配置して，生徒が家

庭学習で使用する際も，容易に該当箇所の音声再生ができるように配慮しています。

最終ページに配置されたＣＡＮ－ＤＯリストも，具体的で平易な表現でまとめられて

いて，生徒が十分独力で管理できます。内容構成を支えるデザインの点でも，新鮮味

のある写真や挿絵が豊富に使われており，生徒の英語学習への期待感を喚起するもの
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です。以上のことから,東京書籍を推薦いたします。最後に，道徳につきましては，日

本文教出版を推薦いたします。その主な理由といたしまして,巻頭のオリエンテーシ

ョンのページに道徳科で学ぶことや学び方を示していることが挙げられます。写真等

を活用し,具体的に学び方を示しており，これから学習していく「考え，議論する道徳」

がよりイメージしやすいものになっています。また,文章を読むのが苦手な生徒や鈴

鹿市や亀山市に多い外国籍の生徒への配慮がされていることも挙げられます。例えば，

「３年」１６２ページ「一冊のノート」という教材ですが，日本文教出版は,１時間で

読んで話し合える教材ということを意識して原文の良さを残しながら教材を切り詰め

てあり，同じ教材でも学研教育みらいの７ページ構成に対して，日本文教出版は５ペ

ージ強の構成となっています。「１年」１１８ページでは，見開き２ページにわたる大

きな写真や挿絵が随所に配置されており，生徒の興味・関心を喚起し，教材の内容理

解の一助となっています。「３年」３６ページのように複数の登場人物が出てくる教材

では,題材名の下に登場人物を紹介することで,内容把握を助け,議論する時間を確保

しやすくしています。さらに,それぞれの教材の文末に発問の意図が明確になった発

問例が記載されていることも挙げられます。考え，議論し，ねらいに迫るための発問

例である「考えてみよう」と，この授業で学んだことを前向きに生かすための発問例

である「自分に＋１」といったように，発問例が分けられています。このことは，生

徒自身が対話的な学びを進めていく際のサポートになりますし,指導する教員側が指

導過程を考えるときの参考にもなります。加えて,別冊「道徳ノート」が付属しており,

罫線やマス目がなく，多様な話し合いに対応していること，友だちの意見を記入する

欄が設けられており，多面的・多角的に考えられるよう配慮されていることも挙げら

れます。それらに加えて，保護者が家庭でこのノートを見ることで，自分の子どもが

どのような考えを持ち，どう変化し成長していくのか把握しやすいという利点がある

こと，さらに学期ごとに保護者記入欄があることから，家庭との連携も考慮されてい

ます。また，教師集団の年齢構成を見た場合,若手教員が増えてきている現状の中で，

共通のノートがあることで，経験豊富な教師が，まだ経験の浅い教師に対して，指導

過程や発問の工夫，あるいは評価の際の生徒たちの内面的成長を読み取る着眼点等を

共有しやすいといったことも考えられます。最後に,教科書が扱いやすい大きさであ

ることも挙げられます。ＡＢ版の学研教育みらいに対して,日本文教出版は,Ｂ５版で

紙面は小さいですが，生徒が読みやすいように十分配慮がされており,持ちやすく扱

いやすいと考えます。以上のことから，日本文教出版を推薦いたします。中学校各教

科の教科用図書の採択につきまして，よろしく御審議いただきますようお願いいたし

ます。なお，審議後，採択に関する文書非公開のため，別冊１，２と採択教科書一覧

を机上に置いていただきますようお願いいたします。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。 

 

（山中委員）非常に多くの教科書を選定していただいて感謝します。この中で，現行の

出版社から変更になった教科はあるのでしょうか。また，現行から変更された場合，

変更された理由があればお願いします。 
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（教育指導課長）現行の教科書から新しく変更になった教科書につきましては，１６分

の８で，８教科８種目になります。半数のものが変更になりました。その理由につい

きましては，各教科において，来年度から全面実施となります新しい学習指導要領に

則した内容，よりわかりやすく，より指導しやすい内容のものをということを着眼点

に選定していただきました。あわせて，今後期待されるＩＣＴ活用につきましても，

ＱＲコード等の活用例，活用しやすさという観点に，着眼いただいて変更されたと聞

いております。 

 

（福嶋委員）新しい学習方法にということで，ＱＲコードなどそうしたデジタルコンテ

ンツを使うという傾向がとても顕著になってきて，そこのところも大きな指標になっ

てきていると思います。実際にここにたくさんＱＲコードも書いてもらってあって，

家庭でも学習ができるということでしたが，家庭でＱＲコードを使って学習するとい

うことはどのようなことなのでしょうか。 

 

（教育指導課長）家庭学習においても，例えば今日習った学習内容を再度振り返る，ま

たは明日学習する内容の事前の予習的な活動に，家庭で動画を活用して学習できるメ

リットがあると思います。 

 

（福嶋委員）ＱＲコードは携帯で読み取るのでしょうか。 

 

（教育指導課長）ＱＲコードを読み取れるＩＣＴ機器であれば，どのような機材でも読

み取ることが可能です。 

 

（福嶋委員）各家庭でそういった機器があるのか，子どもが電話を持っているかなど，

多少家庭によって差がつくと考えてよいのでしょうか。 

 

（教育指導課長）できるだけ家庭での差が出ないように各学校の中で，これから配置さ

れる１人１台パソコンを活用するなど工夫していただけると期待しています。 

 

（福嶋委員）とてもビジュアル的で参考になって，これならば図書館に置いて，年配の

方にも勉強になるかと思いました。逆にたくさんの内容があって，お子さんが消化不

良を起こさないかと思いました。全部これを消化する必要はないのでしょうか。 

 

（教育指導課長）各教科書に掲載されている内容については，文科省が認定した内容で，

学習指導要領に基づいた内容でございますので，教科書に掲載された内容については，

子どもたちは全て学習するようになっています。ただ，取り扱う内容の問題集や，自

分で考えようという内容につきましては，各個人で考えたり取り組んだりする内容に

なります。 
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（福嶋委員）例えば，数学や英語や国語は全体を学習すると思いますが，技術分野など

は，これを全部やるのかと思うのですが，その辺りはいかがなのでしょうか。 

 

（教育指導課長）先ほどの説明で触れさせてもらった屏風画のように，１つの教材でも

たくさん資料が掲載されている内容もございまして，そういったことを見比べながら

自分の考えを深め，そういった活用をするためのページ数であると思っています。取

り組むべき内容につきましては，各教科それぞれ必要な事項は必ず取り組むこととな

っておりますので，必ず学習できる範囲として，設定されているものと考えています。 

 

（下古谷委員）選定される中で，教科書が小さいのでそれも１つの利点ですと言われた

教科と，逆に地図や英語や美術については，Ａ４版の大きなサイズになっていると思

います。そうすると，Ａ４版を使っている教科は不利になるということになるのかと

思いますが，地図などはやはり大きい方が見やすいというのがあって，Ａ４版でよい

のかと思います。採択理由の中で，小さいから良いという面がメリットとして出てく

るところと，そうでないというところがあったりして少し違和感がありました。また，

英語がＡ４版で少し大きいというのは，何か理由があるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）教科書の大きさにつきましては，資料を基に学習する内容につきまし

てはできるだけ大きなもので，見やすいような工夫がされているものを調査員の方も

選定していただいたのではないかと思います。小さいものにつきましては，持ち運び

の利便性も考えながら，読み物が中心になるのかとも思っています。英語科につきま

しては，大きさというよりも，やはり見やすさ，使いやすさという点を考慮して，こ

の出版社を推薦していただいていると感じています。 

 

（下古谷委員）基本的には中身だと思いますが，おっしゃるとおりだと思います。 

 

（福嶋委員）変更ごとに教科書を変えていってもらっているので，現在社会の中で出版

されている本の中で，一番時代の先駆けを追っているのではと考えるほど，歴史など

についてもよく考えられていると思いました。これからの中学生たちにとっても本当

にありがたいことで，勉強しようと思えば，かなりのことを勉強できるのだと思いま

したし，これを教科書だけで利用するより，もっと広く利用できれば，私たちの世代

も，歴史，社会，音楽とか芸術関係でも利用できるのではないかと感じました。 

 

（教育長）学び続ける大切さについて，御意見いただきました。ありがとうございます。 

 

（下古谷委員）プロセスを 1 つ１つ順番に踏んでいくことで，子どもたちが自分で勉強

をする癖というか力をつけることができる，そのような教科書であるような気がしま

した。さらにベーシックなことが理解できた後に，さらに考えてみよう，発展の方へ

行くということが考えられている教科書になっていると感じました。私の時代の教科

書と比べるとわかりやすく，理解しやすくなってきており，子どもたちが自分で勉強
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していけるような方向，モチベーションが上がるような方向に行っていると感じまし

た。現代に合った良い方向に行っていると思いました。 

 

（山中委員）個の学びによって広がりを持つことができるような構成になっていると感

じます。そういう意味では意欲のある子どもにとっては，教科書は良い方向に行って

いると思います。意欲のない子どももいますので，そういった子どもたちに対して教

科書をどう教師が使用していくのか，焦点を合わせていけるような，そういった活用，

視点を持っていただけるように指導の部分でも大切にしていってもらいたいと思いま

す。 

 

（教育指導課長）教育指導課の指導主事がそういった観点をしっかりと踏まえながら，

各学校への支援もしていきたいと思っていますので，よろしくお願いいたします。 

 

（福嶋委員）今まで教科書が大型化して重たくなってきているということがあったので

すが，これからデジタルコンテンツなどを利用する中で，逆に教科書がコンパクト化

するということはあるのでしょうか。コンパクト化していった方が良いと思いますが，

いかがでしょうか。 

 

（教育指導課長）今のところ，ＩＣＴ，ＧＩＧＡスクール構想につきましても，今後進

んでいきつつある段階ですので，やはりまだ活字を手に取って読むという大切さも交

えながら，徐々に時代変化が来るのではないかと思っております。現在のところ，こ

れまでの活用方法と同じようなやり方で，プラスＩＣＴを活用していきたいというと

ころから，いろいろな活用がなされていると思います。 

 

（参事兼教育政策課長）教育ＩＣＴ環境整備をさせていただき，その中で文部科学省の

担当課長さんのお話などを伺う機会がありました。現在，文部科学省の中等教育の審

議会でもこれからの教科書に関して，デジタル教科書の導入についても審議会に委ね

ているというところで，おそらく次回の小学校の改訂のときにはデジタル教科書とい

うのがメインストリームになるのではないかという考え方も持っていらっしゃるとい

うことでした。もちろん審議会の議論を踏まえて，その結果どうなるかはわかりませ

んが，ただそれで言われているのが，それに間に合うように，そうなった場合に１人

１台の環境になっていない学校はそれに対応できないということがありますので，し

っかりと整備をしておいてくださいと言われている状況で，ＧＩＧＡスクール構想に

取り組んでいるところです。 

 

（教育長）そのほかに調査員の報告書に関して，御質問などはよろしいでしょうか。 

 

（下古谷委員）選んでいただいた教科書の表紙を見ると，実際の人物などがイラストに

なっています。やはりイラストの方が受けがよいのでしょうか。 

 



21 

（教育指導課長）一概にどうかということは申し上げにくいところではあるのですが，

やはり子どもたちに親しみやすいというところであれば，イラストが主になってこよ

うかと思っています。 

 

（福嶋委員）本当に短い時間しかこれを見せていただけなかったのですが，よくこまめ

に見て，意見を述べていただいてあり，ありがたく感心しました。１冊を読むだけで

も大変なのに，わかりやすくしてもらって，すごく頑張っていただいたのだと思いま

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１９６５号「令和３年度使用中学校教科用図書の採択について」を原

案のとおり承認することに御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１９６５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，「市民学習活性化事業

すずか市民アカデミー「まなベル」」についてをお願いいたします。 

 

（文化振興課長）それでは，文化振興課から毎年この時期にさせていただいております

「市民学習活性化事業 すずか市民アカデミー「まなベル」」につきまして，説明いた

します。資料の１ページ，２ページを御覧ください。すずか市民アカデミー「まなベ

ル」は，市内の高等教育機関と連携し，市民の「さらに詳しく知りたい」という専門

的分野への学習ニーズに応えるとともに学ぶことの楽しさを実感していただき，生涯

学習をさらに深めていくことが目的の事業でございます。鈴鹿大学，鈴鹿大学短期大

学部，鈴鹿工業高等専門学校，鈴鹿医療科学大学の４校と連携させていただき，実施

しております。今年度のテーマは，「鈴鹿発 知のナビゲーション」ということで，学

ぶことでこれからの生き方や考え方，価値観が豊かになったりという学びの一助とな

るナビゲーションになるということも込めまして，それぞれの学習内容を設定してい

ただいております。本年度につきましては，６回の講座を用意しております。申込方

法などについては，２ページにまとめさせていただきまして，対象は高校生以上の方

であれば，どなたでも受講可能となっております。申込みは文化振興課で受付をさせ

ていただき，９月７日から９月３０日に申込みをいただきまして，各それぞれ御希望

の講座を受講していただくということになります。今年は，新型コロナウイルス感染

症対策に伴いまして，鈴鹿医療科学大学での講座につきましては，見送りたいとの申

し出がありましたので，本年度につきましては，３つの高等教育機関の協力をいただ
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きまして，講座数は変更なく６講座を実施いたします。今のところは開講するという

予定で進めさせていただいておりますが，新型コロナウイルスの関係で，直前くらい

までには各学校と連絡を取り，やむを得ず中止となる場合には市のホームページなど

を通じて，受講者の方に情報を周知させていただき，調整するということを考えてい

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。 

 

（吉澤委員）専門分野での学習ということですので，講師の先生方の紹介も少しは入れ

てほしいと思いますが，いかがでしょうか。 

 

（文化振興課長）検討させていただきます。 

 

（下古谷委員）受講料は１講座３００円で傷害保険料を含むとなっており，高校生は無

料となっていますが，高校生の傷害保険料はどういう扱いになっているのでしょうか。 

 

（文化振興課長）傷害保険料を一括して契約させていただいておりますので，対象とな

ります。 

 

（下古谷委員）無料であっても対象になっているということですね。 

 

（福嶋委員）昨年はどのくらいの方が受講されていたのでしょうか。 

 

（文化振興課長）６講座合わせて２０７名の方に受講いただきました。全体の傾向とし

ましては，女性の方が８０％を占めており，全体の７６％くらいが６０歳，７０歳代

の方が多いという傾向です。 

 

（福嶋委員）今年の内容を見ていると，男性も興味を持つような内容が多いのかと思い

ます。「タイル張りの数学」というのも面白そうだと思います。できれば男性も参加し

ていただければと思います。 

 

（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２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）それでは，新型コロナウイルス感染症に関する対応について説

明させていただきます。「１ 市内の発生状況」について，三重県で本日まで２５１例

と大変多くの感染者が出ており，先月７月１０日に市内で１例目の感染者がでました。

この後に本市では８月にも２５例発生しております。先週の末から児童生徒の感染情

報が保健所から入りまして，夏休み期間中ですが，濃厚接触者の範囲を特定する必要
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がありましたので，市内の小中学校におきまして臨時休業の措置としたところです。

報告事項の①ですが，８月７日発表分として，新型コロナウイルス感染症への感染が

確認された生徒が在籍します天栄中学校を８月７日（金）から８月１０日（月）まで

臨時休業としました。②８月８日発表分としまして，感染が確認された生徒が在籍す

る白子中学校及び児童が在籍する稲生小学校を８月８日（土）から８月１０日（月）

まで臨時休業にしました。③臨時休業中の学校の対応でございますが，学校での消毒

作業等を教職員等により行い，当該校の部活動・補充学習等を中止するとともに，生

徒の不要不急の外出を控えるように保護者の方に周知をしました。校名の発表につき

ましては，鈴鹿市新型コロナウイルス感染症対策本部会議で，誤った情報の拡散や市

民の不安を取り除くために，また県立高校でも校名を公表しているというところと，

他市の状況も踏まえまして，学校名と臨時休業の期間に限って公表することに決定さ

せていただきました。続きまして，「３ 文部科学省からの通知（一部改訂）」でござ

いますが，４ページを御覧ください。令和２年８月６日（木）に文部科学省が，「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』～（２０２０．８．６ Ｖｅｒ．３）」を通知しました。別紙を御覧ください。

こちらは，これまでの通知からの主な改正内容でございまして，改正箇所を下線で示

しています。今回の関連といたしましては，「２ 学校施設の清掃，消毒に関する新た

な内容」が追加されています。通常の清掃活動の中でポイントを絞って，消毒の効果

を取り入れるということで良いということと，児童生徒がこれらの消毒作業を行って

も良いということが示されています。加えて，感染状況の中で，特別な消毒作業は特

に不要ということで，現在もよく手を触れる部分などについて消毒作業を行っており

ますので，基本的な消毒作業を続けていくことを徹底していきたいと考えております。

また，過度な消毒にならないような配慮ということで，適切な消毒を行うということ

が記載されています。次に，気温・湿度や暑さ指数が高い日については，マスクの取

扱いをきちんとするということです。基本的には常時マスクを着用するということが

望ましく，その中で，身体的距離が十分とれない人と人の間隔が近い場合には，着用

すべきという厳しい内容に変更されています。また，熱中症などの健康被害が発生す

るおそれがある場合，気温・湿度や暑さ指数が高い日には，マスクを外すようにとい

うことです。このことについては，登下校時も同様ということで示されています。最

後に「４ 臨時休業の判断」につきましては，濃厚接触者の特定や検査実施に必要な

日数等で足りるということで，現在は文部科学省のお示しですと１日から３日の臨時

休業が示されています。今回市内で発症しましたケースにつきましても，ほぼ同様の

特定期間を設けさせていただき，その後，学校の再開をさせていただきました。これ

が新しく文部科学省から出た通知で，これに則して，夏休み期間ですが学校にも周知

を行いました。最後に「５ その他」でございますが，令和２年７月２５日（土）か

ら８月５日（水）までの間に令和２年度鈴亀地区中体連交歓記念大会（中体連代替大

会）を実施しました。陸上競技は，８月１９日（水），２０（木）に開催予定です。な

お，柔道とテニスについては，競技の特性等から中止となりました。この交歓大会で

は，様々な新型コロナウイルス感染症対策が行われ，体育館に入るときなど消毒液を

設置し，来場者の方の氏名の記入などいろいろな工夫をしながら，中学生最後の大会
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を行いました。以上になります。 

 

 

（福嶋委員）これから学校が始まり，急に感染者が出たときに給食が３日間必要なくな

ることになると思いますが，生鮮野菜などは使えなくなります。今まで給食のことで

苦労していただいており，売っていただいたりしていますが，なるべく破棄しない方

向として，どのように考えてみえますでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）学校給食の中止に係る部分については，直前の対応を迫られ，

前回４月の一斉休業のときには急な野菜の販売会を行い，対応しました。今後は，一

斉休業よりは，数校の学校が休業となる場合についての対応が必要と考えています。

例えば学校給食センターなど大きなところでかなり食数を作っているところにつきま

しては，他の学校給食に分けさせていただくなど考えております。ただ，１回分の学

校給食の量が増えるというのは，それだけではいけないので，その週の献立の中で使

うことや，献立の変更はなかなか難しいところもあると思いますが，繰り返し使える

ものについては，なるべくロスを出さないような工夫を考えていきたいと思います。

生鮮食品等でどうしても短期間で使わなければいけないものの処理の仕方については，

学校の中も含めて何とか無駄にならないように，小学校で出たものについては，その

学校の中や近隣の方にも使用いただくことを考える必要があると思っています。ただ，

提供する側としても，購入しているものでございますので，なかなか無償でとはなら

ないと考えていますが，何とか無駄にならないように工夫を努めてまいりたいと考え

ております。 

 

（吉澤委員）消毒作業について，過度の消毒とならないような配慮ということで，神経

質な子どもは頻繁に自分の手を消毒したりして，手の平が荒れている子どももいます

ので，過度とならないような配慮というのを特に先生方には気を付けていただきたい

と思います。 

 

（教育長）貴重な御意見ありがとうございます。 

 

（下古谷委員）交歓大会のところで，柔道とテニスについては中止とありますが，以前

の報告では，テニスはやるということだったと思いますが，いかがでしょうか。 

 

（教育指導課長）委員の皆様に御視察いただいたのはソフトテニスで，中止になったの

は硬式テニスになります。テニス競技については，個人戦と言われていながら，ダブ

ルスを組んで行うものでして，参加する生徒の関係で中止になったと聞いております。

柔道は接触するという競技上の特性から中止となりました。 

 

（下古谷委員）文部科学省から出たガイドラインというのは，緩和されてきているとい

う感じを受けています。特に，熱中症対策で，マスクを外して良いです，ただし距離
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は取ってくださいということで，それは良いと思います。現実問題として，どうして

もマスクを外すと，結構接するのではないかと思い，そこが少し心配ですが，そこは

何か対策は考えられているのでしょうか。 

 

（教育指導課長）６月，７月と学校が再開になった当時から，学校の方でも子どもたち

自ら新型コロナウイルス対策に応じた行動を取れるように指導をしていただきながら，

子どもたちが密接になりかけたときには，自分たちから離れていけるような教育を進

めています。まだ，１００％ということには至っておりませんが，そういった教育を

進めていく必要があると思います。 

 

（教育長）引き続き３つの密が重ならないように配慮をしていきたいと思います。 

 

（下古谷委員）消毒も大事なことですけれど，コロナウイルスは７２時間くらいで死ん

でいくので，３日間くらい放置しておけば，ほぼ消えていくということで，必ずしも

消毒をしなければならないわけではないとなってきています。そのようなコロナウイ

ルス自体の性質が理解されてきているので，科学的な根拠に基づいて変わってきたの

だろうと思っています。やはり，過度な消毒というのも考えていかないといけないと

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）｢令和２年９月教育委員会定例会の開催について｣をお願いします。 

 

（参事兼教育総務課長）９月定例会でございますが，令和２年９月２９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,９月教育委員会定例会を令和２年９月２９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８月教育委員会定例会を終了いたします。ありが

とうございました。 
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８月教育委員会定例会終了 午前１１時３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 

 


