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平成２３年６月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２３年６月２４日（金） 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 出席委員  横田美喜子，福嶋礼子，吉本強，生貝初，水井健次 

４ 議場に出席した職員 

文化振興部長（幸田至章），教育次長（市川春美），参事（澁谷実）,参事兼教育総務

課長（長野克之），学校教育課長（西繁），指導課長（鈴木英文），青尐年課長（北口

幸弘），人権教育課長（篠原政也），教育研究所長（長嶋高之），生涯学習課長（宮崎

由美子），図書館長（藤田辰也），書記（白塚山隆彦），書記（岡憲利） 

 

５ 議 事  案件なし 

 

６ 報告事項 

（1）平成２４年度 鈴鹿市立幼稚園入園児募集要項について    （学校教育課） 

（2）鈴鹿市青尐年対策推進本部会議について            （青尐年課） 

（3）学校運営協議会委員の任命について              （青尐年課） 

（4）平成２３年度 教育講演会について             （教育研究所） 

（5）平成２４年 成人式について                （生涯学習課） 

（6）平成２３年度 鈴鹿市放課後子どもプラン運営委員会委員について 

（生涯学習課） 

（7）平成２３年度 鈴鹿市立図書館運営委員会委員について      （図書館） 

 

７ その他 

(1) ７月教育委員会臨時会及び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人 

 

（委員長）それでは，平成２３年６月教育委員会定例会を開きます。本日の会議録署名

委員は，吉本委員にお願いいたします。今回は，議事の案件がございませんので，

報告事項から進めます。１番目の「平成２４年度鈴鹿市立幼稚園入園児募集要項に

ついて」をお願いします。 

 

（学校教育課長） 詳細説明 
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（委員長）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。 

 

（委員長）併願を認めないということですが，旭が丘幼稚園は母数も多く，応募多数の

場合は抽選になるのですか。 

 

（学校教育課長）４歳児については，２クラスで定員７０人ですので，定員を超えた場

合は抽選を行います。５歳児については，定員を１クラス３５人としていますので，

応募が３５人を超えた場合は２クラスとなります。 

 

（委員長）定員に満たない園について，再募集は行わないのですか。 

 

（学校教育課長）例年，締切の９月１６日をもって，いったん応募状況を見ます。その

時点で著しく応募者が尐ない園は休園となりますが，その後，入園希望があった場

合は，再度その時点で協議したいと考えています。 

 

（福嶋委員）今年度の応募の予想としてはどのように考えていますか。 

 

（学校教育課長）５歳児の対象児については，平成２２年度の５歳児１，５７０人に対

し，平成２３年度の５歳児は１，６９８人で，増加していますので，昨年度に比べ

れば順調に応募があると考えていますが，近年は，保育所や保育園へ入所する傾向

が強まっていますので，特に母数の尐ない地域については，予断を許さない状況で

あると考えています。 

 

（委員長）他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，２番目の

「鈴鹿市青尐年対策推進本部会議について」をお願いします。 

 

（青尐年課長） 詳細説明 

 

（委員長）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。 

 

（吉本委員）今年の取組に「鈴鹿型コミュニティ・スクール」がありますが，目次を見

ていますと，第５章に「平成２３年度の青尐年対策推進本部での重点の取組」とし

て，「鈴鹿型コミュニティ・スクール」の取組を位置付けることとなっています。し

かし，この項目は平成２１年度，２２年度には，なかった項目だと思います。した

がって，これを新たに取り組むこととして，第５章に位置付けたのであろうと思い

ますが，現在の「子どもの健全育成推進基本計画」における３つの視点と，この「鈴

鹿型コミュニティ・スクール」の取組との関わりは，どうなっていますか。 
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（青尐年課長）資料の２２ページを御覧ください。視点２「応援団づくり」の取組１３

ですが，これについては，これまで２年間は「学校支援地域本部事業」の取組の推

進として位置付けていました。これを継承発展させる形で，平成２３年度から「鈴

鹿型コミュニティ・スクール」に取り組んでいます。また，重点の取組の部分につ

いても，家庭・学校・地域のつながりの強化について，これまでは「学校支援地域

本部事業」において推進してきましたが，今後は「鈴鹿型コミュニティ・スクール」

において取り組むということで，タイトル等を調整させていただきました。事業の

内容としては，別物ではありませんので，このように変更して盛り込ませていただ

きました。 

 

（福嶋委員）例えば，１７ページの取組１の平成２３年度の目標数値である「環境美化

活動への参加児童生徒数」ですが，平成２０年度，２１年度，２２年度と増加傾向

にあるものが，平成２３年度には下がっているというのは，児童生徒数の減尐等の

理由からでしょうか。 

 

（青尐年課長）これは，３年間の計画として平成２１年度に「子どもの健全育成推進基

本計画」を策定したときに，最終年度である平成２３年度の目標値として設定した

数値です。この目標値を変更することはできませんので，既に平成２２年度におい

て目標値を越えているものについては，今年度，更に取組を進めていきたいと考え

ています。 

 

（吉本委員）目標値の枠の色がオレンジ色の部分は，当初に決めた平成２３年度目標値

に対して，現段階では未達成の項目ということですか。 

 

（青尐年課長）そのとおりです。現在において目標に到達しておりませんので，この目

標に向けて，今年度，取り組むことになります。 

 

（委員長）平成２１年度に目標を立て，現時点で十分に達成している項目もありますが，

今年はそれを踏まえた上で，次の計画を策定するということですね。 

 

（青尐年課長）そのとおりです。今の「子どもの健全育成推進基本計画」は，第１回目

の策定でしたので，目標値を立てるのが難しかったということが，この数字からも

出てきています。既に達成した項目もあれば，達成が困難な項目もあるという現状

です。今後，次の３年間の基本計画を策定していくことになりますが，この３年間

の取組の結果を踏まえて目標設定できますので，前回に比べると根拠のある目標数

値を設定できると考えています。 

 

（委員長）良い点も悪い点もこの３年間で見えてきたものがあると思いますが，その点
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を聞かせてください。 

 

（青尐年課長）成果については，青尐年対策推進本部という組織の下に各部局が連携し

て取り組めたことで，関連項目の協議や連携事業の推進等に関して，共通認識を持

って取り組めたという点が挙げられると思います。一方，課題としては，各部局間

の境目にあるような課題について，連携が更に進むことが望ましい場面もあったと

思います。各項目については，目標を立てたことで，それに向けて取組が進み，そ

れぞれ成果が上がってきていると思います。 

 

（福嶋委員）各部局間の境目にあるような課題とはどのようなものですか。 

 

（青尐年課長）一つの例ですが，文化振興部所管の「放課後子ども教室」や保健福祉部

所管の「放課後児童クラブ」，そして私どもの「鈴鹿型コミュニティ・スクール」の

取組のように，地域と一体になった取組について，所管の違いによる連携の難しさ

があったように思います。 

 

（福嶋委員）今回のこの事業について，教育長から何かありませんか。 

 

（教育長）３６ページを御覧ください。平成２３年度は，このページの右上，「鈴鹿型コ

ミュニティ・スクール」が始まったところです。これには市内の４０校全ての学校

が取り組んでいます。全国的に見ましても，全校がコミュニティ・スクールに取り

組んでいる自治体はあまりありません。この取組を他の市町の教育長と話したり，

文部科学省の「熟議」に参加した中で話したりすると，全校がコミュニティ・スク

ールに入っている今の鈴鹿市の状況を奇異に見られることがありました。その時に，

この３６ページの図表を見せると，本市の歴史を分かっていただくことができまし

た。具体的には，本市では，平成１６年度から「学びのネットワークづくり」と「安

全安心のネットワークづくり」を進めてきましたが，そうしている中で，平成１８

年に国が教育基本法を改正し，その第１３条で「学校・家庭・地域住民等の相互の

連携教育が大切である旨」が明記されました。また，併せて第１７条では，「国が教

育振興基本計画を策定すること」も明記され，これを受けて平成２０年度に国の「教

育振興基本計画」が策定され，国の事業として「学校支援地域本部事業」が位置付

けられました。この事業は，私たちが進めてきた「学びのネットワークづくり」と

川岸前市長が進めて来られた「安全安心のネットワークづくり」の推進にとても役

立ち，例えば，地域の方々と学校とをつなぐコーディネーターを置けるようになる

など，かなり整備ができてきました。「学校支援地域本部事業」を始めた当初は，３

中学校区１０校でスタートしましたが，その年の１２月には，５中学校区２０校へ

発展し，平成２２年度には，１０中学校区４０校でネットワークづくりを進めまし

た。しかし，自分たちの都合の良い所だけ地域の皆さんに助けていただいて，学校
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の中を明らかにしないのは良くない，ということで，今年の３月に「鈴鹿市立学校

の管理に関する規則」を改正して，本年４月から学校運営協議会を全ての学校に設

置することとし，「鈴鹿型コミュニティ・スクール」を発足しました。ここで，何を

もって「鈴鹿型コミュニティ・スクール」なのかということですが，他市町ではモ

デル校などの一部の学校だけで，コミュニティ・スクールの取組を行っていますが，

それでは義務教育の３原則である「機会均等」「一定水準を保つこと」「無償である

こと」が守れないと考えました。子どもたちがどの学校でも，ある一定の教育環境

で学ぶことができるようにすることが，私たちの務めであるという考えの下，４０

校全校で実施することにしました。また，平成１６年度に，国はコミュニティ・ス

クールを始め，今年で６年が経ちましたが，この取組がなかなか進まないことを考

えると，コミュニティ・スクールの中の学校運営協議会が教職員の人事権に関わる

こと，また，学校運営について承認権を持つことがあるのではないかと思います。

そこで，この２点について，本市では行わないことにした点も「鈴鹿型」とした理

由です。教員の人事については，県教委が行うべきことであって，何かあれば校長

が市教委を通じて行う。また，学校運営の承認という点については，学校側が年度

当初に経営計画を学校運営協議会へ示して，お互いに討論し，共通理解を持った上

で実践していただく。承認とかそういうことではないという考え方をしています。

まとめますと，「全学校で実施する」「学校運営協議会は人事権を持たない」「学校の

運営は学校運営協議会が承認するのではなく，お互いに話し合って実施していく」

という３点を「鈴鹿型コミュニティ・スクール」に取り入れ，地域の方がボランテ

ィアだけで参加していただくのではなく，学校運営協議会に入っていただいて，御

意見をいただく，また，御活躍いただくということが，私の思いです。 

 

（福嶋委員）水井教育長の哲学が入っている事業だと思いますので，今後，継承してい

ってほしいと思います。 

 

（教育長）末松市長も施政方針の中で「鈴鹿型コミュニティ・スクール」を進めていく

とおっしゃっていただきました。また，三重県教育委員会の真伏教育長が千代崎中

学校にお越しいただいて，現場のコミュニティ・スクールのあり方を視察いただき

ました。また更には，７月に三重県議会の教育警察常任委員会の方にも千代崎中学

校を御訪問いただけることになっています。皆さんに関心を持っていただき，皆さ

んの力でこの取組を大きく育てていただければうれしく思います。 

 

（吉本委員）鈴鹿市青尐年対策推進本部会議についての報告事項の中で，「鈴鹿型コミュ

ニティ・スクール」というものが初めて出てきましたが，私は定義が分かりません

でした。資料の中では１１ページに尐し触れてあり，また，次の学校運営協議会委

員の任命の報告事項の中で，今教育長が説明に用いられた３６ページの資料にも触

れてあります。今ここで定義を初めて聞かせていただきましたが，もう尐し早く聞
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かせていただきたかったです。 

 

（委員長）他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，３番目の

「学校運営協議会委員の任命について」をお願いします。 

 

（青尐年課長） 詳細説明 

 

（委員長）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。 

 

（生貝委員）学校によって学校運営協議会の委員の人数が違う理由を教えてください。

大きい学校で人数が尐ない所もあれば，他の学校で人数が多い学校もありますが。 

 

（青尐年課長）学校運営協議会の設置に当たって学校へ説明したときの条件として，学

校評議員は学校運営協議会の委員に全員入れること，また，適正人数としては１０

人程度ということを提案しました。しかし，各地域によって，様々な方々のこれま

での学校への関わりの経緯や事情を踏まえて，人数が多い所もあります。今後，活

動を行う中で，適正な人数に落ち着いてくるものと考えています。 

 

（吉本委員）人数に制限がないというのは疑問に感じます。委員を見ると，特定の組織

の方が多く選任されている所があるようです。また，学校評議員は全員入ることに

なっているということですが，入っていない学校が半数近くあるなど，選任の方法

に疑問を感じます。学校運営協議会で採決をする場合に，偏った方向に採決される

という可能性はないのか懸念します。例えば，自治会の方が多い場合に，学校運営

が自治会の考え方に引っ張られるということはないでしょうか。 

 

（青尐年課長）まず，学校評議員が入っていない学校があるという御指摘ですが，例え

ば，学校評議員とＰＴＡ会長を兼ねるとか，学校評議員と自治会長を兼ねるなど，

複数の役職名をお持ちの方が委員に選任されています。このような場合に，学校か

らの報告において，学校評議員として報告があった場合と，あるいは，もう一方の

役職名で報告があった場合があります。資料のまとめ方が分かりにくかったという

ことかもしれませんが，学校評議員は全員入っています。また，自治会などの特定

の団体の意見に偏らないか，という御指摘ですが，学校評議員全員を学校運営協議

会の委員とした上で，自治会やＰＴＡなどから幅広く，かつ適正な人数で構成して

ほしい，と依頼をしたわけですが，各学校の地域との関係で，委員を１０人程度に

収めることができなかったという所もあります。しかし，各校の運営協議会の１回

目の会合に数多く参加しましたが，意見が偏るというような問題を感じることはあ

りませんでした。今後，適正な人数での運営になるように努めます。 
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（教育長）吉本委員御指摘の点については，自治会等の方々によって何か問題が起こる

かというと，それはあり得ないと考えます。なぜかというと，学校には長い歴史が

あり，その中でＰＴＡ会を開いたり，地域の皆さんとボランティアのことについて

話し合いを行ったりしてきました。そういう中で，学校の提案についてＰＴＡや地

域の方々へお話をすると，むしろ，地域としてどのような応援ができるのか，とい

うことをおっしゃっていただきます。例えば，牧田地区では，自治会の中に学校を

支援する部会が位置付けられており，まちづくりの中で学校の運営や支援にどのよ

うな形で関わっていくかということを考えていただいています。地域の方々には，

教育の専門家である学校の先生から出される提案を大事にしていただいていると感

じていますし，また，学校側が気付かないことや地域からの御意見については，し

っかり出していただかなければならないと思っています。しかし，そのようなこと

で問題が起こるようなことは，今までも見てきませんでしたし，今後も起こらない

と思っていますので，御理解ください。 

 

（吉本委員）自治会を特定して言っているのではありませんので，誤解のないようにお

願いします。次に，４８ページの鈴鹿市学校運営協議会設置要領について述べさせ

ていただきます。これを見ますと，第１条の目的にあるように，地方教育行政の組

織及び運営に関する法律を受けて，鈴鹿市立学校の管理に関する規則において学校

運営協議会を位置付け，それを受けて更に設置要領を整備した，ということになろ

うかと思います。そうすると，法律が上位法になろうかと思います。先ほど，教育

長から「鈴鹿型コミュニティ・スクール」について御説明をいただきました中に，

法律における学校運営協議会には，人事権や承認権などの相当な権限があるという

ことでしたが，そういうものを外すということが明らかになっていない設置要領の

ようですので，法律を無視した格好で進められるのかどうか，法に抵触することに

ならないのか，という疑問があります。次に，設置要領の第３条に規定のある学校

運営協議会を設置する学校の指定についてですが，鈴鹿市立学校の管理に関する規

則では，「学校に学校運営協議会を置く」と規定しており，これに基づいて本市の場

合は，校長からの申請によるのではなく，教育委員会から４０校全てを学校運営協

議会設置校として指定をしたということだと思います。しかし，指定をする以上は，

それを取り消すということもあると思いますが，その方法について，設置要領に規

定されていないのではないかと思います。何らかの問題があった場合の取消しにつ

いて，どのように取り扱うのかは肝心な部分ではないかと思います。それから，も

う一点，設置要領の第４条に学校運営協議会の活動内容が７つ規定されていますが，

この内容に限るものなのか，又は法律に沿ってこの内容を活かしていくのか，とい

うのが尐し見えにくいと思います。法律との関係を指摘されたときに，説明ができ

るように整備しておく必要があると思います。 

 

（青尐年課長）まず，第１条の法律との関係ですが，これまでに，国県とも十分協議を
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しており，全国的に見ましても，人事権や承認権を外して指定をしている事例もあ

り，法的には問題ないことを確認しています。次に，第３条の学校運営協議会の指

定についてですが，今回の指定は，全て教育委員会が行いました。一般的には，校

長からの申請によって，教育委員会が指定をするということになっていますが，私

どもは，市内全校で取り組むという方針ですので，上位機関との協議も踏まえまし

て，校長が個々に申請するのではなく，まずは教育委員会が全校を指定しました。

次に，指定の取消しについては，第１３条に規定をしています。しかし，この取組

は，市内全校で取り組んでいく方針ですので，簡単に指定を取り消すということで

はなく，各学校の取組を把握しながら，指導助言をしていかなければならないと思

っています。更に，第３条第１項において「ただし，校長からの申請にもよること

ができる」としているのは，万が一問題があって指定を取り消したときに，改めて

校長から申請をいただき，再指定できるように規定したものです。また，第４条の

活動内容に関する御指摘については，具体的に掲げております第１号から第６号の

規定と第７号の「その他，校長が必要と認める事項」を合わせて，ほぼ学校運営全

般について御協議いただくことができると考えています。法律との関係についても，

上位機関と協議の上，問題がないことを確認しています。人事権等については謳っ

ていませんが，例えば部活指導のできる先生を入れてほしいとか，男性教員や女性

教員を増やしてほしいなど，人事に関する御意見も当然出てくると思います。その

ような場合には，第４条に「校長を通じて意見を述べることができる」と盛り込ん

でいますので，対応できると考えています。 

 

（吉本委員）委員の活動がどの程度影響を及ぼすのか計りかねていますが，今の説明に

あったように，第４条第１号から第７号までの活動内容について，学校運営協議会

は，学校に対して意見を述べるのであって，採決するのではないと解してよろしい

ですか。 

 

（青尐年課長）承認権は謳っていませんので，校長の提案に対して，委員が承認すると

いうことは行いません。ただし，この点については，十分熟議をいただくというこ

とが肝心であると思っています。中には，反対の意見をお持ちの方もおられると思

いますので，学校運営協議会の場で議論をいただいて，一番良い方向へ結論をいた

だくということだと思います。 

 

（吉本委員）設置要綱には承認権は出てきませんが，法律には承認権が規定されていま

す。県との協議の中で，承認権を外すというのは確認していますか。 

 

（青尐年課長）協議済みです。 

 

（生貝委員）委員構成ですが，ほとんどの地域は，委員の立場が別々の方が入っていま
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すが，稲生小学校と一ノ宮小学校は，自治会長が多い構成になっています。また，

人数もそれぞれ２１人，２０人と他の学校に比べて多くなっています。これは，地

域の方々の意見を重視していると考えて良いですか。１年目ですので，尐し様子を

見ていくということでしょうか。 

 

（青尐年課長）人数が多い学校については，自治会の関係者が多いのが事実です。これ

は，これまでの学校と地域の関係の中で，１０人程度を選任するのが難しい状況で

したので，このような結果になっております。この結果から，意見が偏るというこ

とではありませんので御理解ください。 

 

（委員長）考え方によっては，学校教育に熱心に取り組んでいいただいている地域，と

考えられるのではないでしょうか。私はそういう風に感じております。 

 

（生貝委員）学校運営協議会の議論がまとまるのか，という疑問が残ります。 

 

（青尐年課長）委員の多い地域は，熱心な地域と言えると思います。特に自治会長が委

員長をしていただいている学校もあり，運営協議会の冒頭からリーダーシップを取

って運営をしていただき，とても心強く思っています。 

 

（福嶋委員）私からは，実際にどのように運営されていくのか，という点についてお聞

きします。学校運営協議会のＰＤＣＡサイクルやコミュニティ・スクールの支援シ

ステムについて，学校の独自性や良い点などをどのように伸ばし，どのように支援

していくのかということについて補足説明をお願いします。 

 

（青尐年課長）４４ページをご覧ください。支援システムについて御説明します。学校

によって，活動に温度差があるといけませんので，教育委員会全体で推進会議を年

間２回の予定で実施します。第１回目を今月２８日に予定していますが，各学校運

営協議会の開催状況の報告を受けながら，今後，学校運営協議会をどのように進め

ていくべきか，また，各学校に対するアドバイスの方向性などを検討していく予定

です。その後，推進会議の下に設けている，各学校長や担当により構成する担当者

会議で，推進会議の方針を受けた連絡調整を行っていきます。ただし，そもそもの

活動は，各学校の特色や地域性を出して取り組んでいただきますので，そういう部

分は大切にしていきたいと思っています。また，各学校の良い部分については，担

当者会議において事例を報告し，他の学校にも参考にしていただきます。 

 

（吉本委員）「熟議」というのはあまり聞いたことのない言葉ですが，どのような意味で

すか。これは鈴鹿型の言葉ですか。 
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（青尐年課長）これは，文部科学省が出された言葉です。「熟慮して討議する」からきた

言葉で，「一つのことについて，十分考えながら真剣に討議する」ということです。 

 

（福嶋委員）自己評価という項目がありますが，実際にどのように行っていくのですか。 

 

（学校教育課長）学校自己評価については，平成１６年度から取り組んでいます。まず

初めは，三重県型の学校経営品質ということで，管理職のリーダーシップや教育活

動の充実状況等の項目について，組織の強みと弱みを自己評価し，さらに児童生徒

や保護者に対しても，本当に授業が分かりやすいか，学校の教育活動に満足してい

るか等のアンケートを行った上で，学校が評価書をまとめることを学校自己評価と

言います。これを学校運営協議会に提出し，運営委員に評価を問うことを学校関係

者評価と言い，いわゆる外部評価となります。この２つの評価については，学校教

育法で義務付けられており，これに基づいて評価活動を実施しているものを学校評

価と呼んでいます。 

 

（福嶋委員）強み弱みについては文章化されているものですか。それとも，項目ごとに

点数化されているものですか。 

 

（学校教育課長）学校経営品質については，点数化している項目もありますが，学校自

己評価については，本市作成の自己評価書を用いて，文章表記で作成し提出します。

また，学校のホームページ等において全ての保護者や市民に公開しています。 

 

（生貝委員）それは第三者が見ても分かるようになっていますか。 

 

（学校教育課長）なっています。 

 

（委員長）他によろしいでしょうか。今後，取組を進める中で，課題等が出てくると思

いますので，その点については善処していただきたいと思います。それでは，御意

見も出尽くしたようですので，４番目の「平成２３年度教育講演会について」をお

願いします。 

 

（教育研究所長） 詳細説明 

 

（委員長）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。 

 

（委員長）よろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，５番目の「平

成２４年成人式について」をお願いします。 
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（生涯学習課長） 詳細説明 

 

（委員長）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。 

 

（生貝委員）本籍が鈴鹿市にない方で，進学等により住民票を他の自治体へ移している

方は，対象にならないのですか。 

 

（生涯学習課長）対象者は，鈴鹿市在住又は本籍のある方と御説明しましたが，当日，

受付等はありませんので，親は本市在住ですが，御本人は今，市外に住んでいる方

や市内の学校を卒業した方など，鈴鹿市に御縁のある方であれば，参加は可能です。 

 

（福嶋委員）実行委員は，例年どのように募集しますか。 

 

（生涯学習課長）例年は，実行委員が尐ないと不安ですので，生涯学習課在籍の教員が

声かけをしていることもありました。今年は，個々に申し込みをいただきました。

実は，第１回の子ども議会の議長や副議長等を務めた新成人の方７人に応募をいた

だき，更に，その友人に声掛けをしていただいて，１２人になりました。今年の実

行委員会は，これまでに抱えていた課題を含めて，独自な考えで前向きに議論をし

ていただいており，大変期待をしています。 

 

（福嶋委員）子ども議会の取組が実ったということですね。 

 

（生涯学習課長）おっしゃるとおりです。とてもありがたく思います。 

 

（委員長）他によろしいでしょうか。新成人にとって，思い出深い成人式になるように

期待しております。それでは，御意見もないようですので，６番目の「平成２３年

度鈴鹿市放課後子どもプラン運営委員会委員について」をお願いします。 

 

（生涯学習課長） 詳細説明 

 

（委員長）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。 

 

（委員長）よろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，７番目の「平

成２３年度鈴鹿市立図書館運営委員会委員について」をお願いします。 

 

（図書館長） 詳細説明 

 

（委員長）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。 
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（福嶋委員）図書館運営委員会では，どのようなことを行っていますか。 

 

（図書館長）図書館運営委員会は年２回実施しています。今年度は，第１回目を７月６

日に予定しており，平成２２年度の実績報告等を行い，委員から意見等をいただき

たいと考えています。第２回は，年明けの１月から２月ごろに開催し，当該年度の

経過報告等を行い，意見等をいただく予定です。 

 

（委員長）よろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，その他の事項

に移ります。｢７月教育委員会臨時会及び７月教育委員会定例会の開催について｣を

お願いします。 

 

（教育総務課長） 詳細説明 

 

（委員長）それでは，７月教育委員会臨時会を７月１日 金曜日 午前９時３０分から，

また，７月教育委員会定例会を７月２２日 金曜日 午後３時３０分から，開催す

ることに御異議ございませんでしょうか。 

 

（委員一同） 異議なし 

 

（委員長）御異議がないようですので，７月教育委員会臨時会を７月１日 金曜日 午

前９時３０分から，また，７月教育委員会定例会を７月２２日 金曜日 午後３時

３０分から，開催することにいたします。それでは，これをもちまして６月教育委

員会定例会を終了します。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４時５９分 

 

  以上会議の顛末を録し，ここに署名する。 

           

           委員長 横田 美喜子 

 

           委 員 吉本 強 


