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平成２３年１２月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２３年１２月１６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  福嶋礼子，生貝初，吉本強，長谷川正人 

 

４ 議場に出席した職員 

文化振興部長（幸田至章），教育次長（澁谷実），参事（藏城郁夫），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），参事兼文化課長（江

藤昭），図書館長（藤田辰也），考古博物館長（東口元），書記（白塚山隆彦），書記（岡

憲利） 

 

５ 議 事 

（１）鈴鹿市教育委員会市民委員会規則の一部改正について     （教育総務課） 

（２）鈴鹿市立図書館条例施行規則の一部改正について         （図書館） 

（３）平成２４年度教職員人事異動基本方針について         （学校教育課） 

 

６ 報告事頄 

（１）平成２３年度鈴鹿市立幼・小・中学校（園）の修了式・卒業式及び 

平成２４年度鈴鹿市立幼・小・中学校（園）の入園式・入学式について 

（指導課） 

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

（３）企画展「中の川流域の考古学」の開催について        （考古博物館） 

 

７ その他 

（１）鈴鹿市文化振興ビジョンについて                 （文化課） 

（２）「学校における防災教育」の改訂について             （指導課） 

（３）１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 なし 

 

（委員長）それでは，平成２３年１２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，吉本委員にお願いします。それでは，議事に入ります。議案第１５０３

号「鈴鹿市教育委員会市民委員会規則の一部改正について」をお諮りします。 
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（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）提案説明 

 

（教育総務課長）詳細説明 

 

（委員長）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。 

 

（生貝委員）公募委員の選任の方法は，具体的にはどのようなものですか。 

 

（教育総務課長）一般的には，各種委員会を設置するときに，広報すずかに公募委員を

募集する旨を掲載し，周知します。応募の結果，抽選等の方法で委員の選定を行っ

ています。 

 

（委員長）専門の委員会の場合ですと，公募委員を募集しても専門的にどうかというこ

とがあると思いますが，その辺りはどうでしょうか。 

 

（教育総務課長）例えば，「鈴鹿市結核対策委員会」は，全て専門家や関係者だけで構成

しており，一般公募委員は入らない形になっています。このように，委員会によっ

ては，専門家や関係者だけで構成するものもあります。その場合は，選任する専門

家委員等の中から女性委員を選任して，登用率を上げるという努力をしています。 

 

（委員長）最初から，専門委員の中で女性を登用することを考えることが大切だと思い

ます。 

 

（吉本委員）現在の登用率２６％から目標の３５％にするには，何人の女性を登用すれ

ばよいのですか。 

 

（教育総務課長）今年４月１日現在のデータですが，教育委員会や監査委員会などの委

員会をはじめ市民委員会など，全ての委員会の委員総数が６７３人でした。この総

数の３５％は２３５人程度となり，現在の女性委員の登用数が１７５人ですので，

６０人程度の登用が必要となります。 

 

（吉本委員）女性の登用は大切なことですので，努力していただきたいと思います。 

 

（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お諮りしま

す。議案第１５０３号「鈴鹿市教育委員会市民委員会規則の一部改正について」を
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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。 

 

（委員長）御異議がないようですので，議案第１５０３号を原案のとおり承認いたしま

す。続きまして，議案第１５０４号「鈴鹿市立図書館条例施行規則の一部改正につ

いて」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）提案説明 

 

（図書館長）詳細説明 

 

（委員長）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。 

 

（委員長）このような改正は，広報すずか等で周知をされるのでしょうか。 

 

（図書館長）市民への周知については，まずは，広報すずか３月５日号と３月２０日号

の２回の掲載を予定しています。また，市や図書館のホームページへの掲載，館内

掲示，図書館カレンダーや新着図書等の配布物への掲載を行うとともに，三重県の

図書館情報ネットワークのホームページへの掲載を依頼したいと考えています。 

 

（委員長）図書館は市民の文化の拠点になると思いますので，是非，活発に取り組んで

頂きたいと思っていますが，例えば，休館日や特別修理日をより短縮するというよ

うな方向性については，図書館としてはどのように考えていますか。 

 

（図書館長）年に一度，秋頃に７日間の特別整理期間をいただいて蔵書整理を行ってい

ます。蔵書数も多い中で，なるべく短期間で実施したいと思っていますが，一週間

でも厳しい状態ですので，御理解いただきたいと思います。 

 

（生貝委員）貸出カードの新旧を交換するのは非常に大変だと思いますが，どのような

方法で交換をするのですか。 

 

（図書館長）シールを貼る形で進めていきたいと思っています。 

 

（吉本委員）仕事の内容によって休館日の曜日を変更したりしていますが，年間を通し

て休館日数の変更はありませんか。 
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（図書館長）職員の出勤日数は本庁と同じです。また，開館日数につきましては，年間

約２８０日となっており，今回の改正によって変わることはありません。 

 

（委員長）職員のローテーションを変更することによって，休館日数を尐なくするとい

うことは考えられないのでしょうか。 

 

（図書館長）平日は，午前８時３０分から午後５時１５分までの勤務で，遅番の職員は

午前１０時３０分から午後７時１５分までの勤務をしています。また，土・日曜日

は，午前８時３０分から午後５時１５分までの勤務です。この中で，さらに職員等

の早番遅番も組み込んで開館をしています。職員に余裕がありませんので，なかな

か難しいと思います。 

 

（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お諮りしま

す。議案第１５０４号「鈴鹿市立図書館条例施行規則の一部改正について」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。 

 

（委員長）御異議がないようですので，議案第１５０４号を原案のとおり承認いたしま

す。続きまして，議案第１５０５号「平成２４年度教職員人事異動基本方針につい

て」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）提案説明 

 

（学校教育課長）詳細説明 

 

（委員長）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。 

 

（委員長）６番の「特別な条件の伴う人事」というのは，今までにどのようなことがあ

ったのでしょうか。 

 

（学校教育課長）例えば，４番で「近親者はできる限りこれを避ける」ということを挙

げていますが，職場結婚をした場合には，その時点で親族関係ができますので，基

本方針の２番や３番の３年や８年という年数に限らず，異動をしていただくことが

あります。また，育休等で長期に休んでいる場合は，８年を超えてもそのまま在籍
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をしたり，最近は介護家庭が非常に多くなってきていますので，通勤や介護の関係

で３年未満でも異動を余儀なくされるような場合もあります。このような場合は，

個別に検討を行っています。 

 

（委員長）例えば，教育方針として音楽教育を充実したい等の理由で異動を検討すると

いうことはないのですか。 

 

（学校教育課長）学校の経営方針として，学校長からそのような部分の意見の聞き取り

を行うとともに，意見を考慮しながら，基本原則に沿って異動を行うことを心掛け

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お諮りしま

す。議案第１５０５号「平成２４年度教職員人事異動基本方針について」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。 

 

（委員長）御異議がないようですので，議案第１５０５号を原案のとおり承認いたしま

す。続きまして，報告事頄に移ります。１番目の「平成２３年度鈴鹿市立幼・小・

中学校（園）の修了式・卒業式及び平成２４年度鈴鹿市立幼・小・中学校（園）の

入園式・入学式について」をお願いします。 

 

（指導課長）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）例年通りの日程でしょうか。 

 

（指導課長）はい。 

 

（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。 

 

（生貝委員）２ページで，挨拶をする小学生の割合や夢や目標を持っている子どもの割
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合が，以前に比べると低下気味という説明がありましたが，何か理由がありますか。 

 

（青尐年課長）これについては，厳密な根拠を持っているわけではありませんが，教職

員が子どもに対して，挨拶等の生活習慣を身に付けさせるために，常に意識をして

活動をしていかなければならないと思っています。そういう中で，挨拶運動の方も

若干マンネリ化してきていまして，教職員の声かけや活動もやや低下しているので

はないかと分析しています。したがって，今後，校長会等を通じ，教職員の方から，

挨拶運動や声掛けをするというかたちで，児童会・生徒会での発展した運動につな

げていきたいと考えています。規範意識の低下についても同様に，学校のルールを

守るということについて，常に子どもに言い続けていかなければならないと考えて

います。 

 

（吉本委員）規範意識の問題ですが，警察の方の話から罪悪感がないとか，繰り返す子

どもがいるという話がありましたが，これはまさに学校の規則を守る生徒の割合が

低いということにつながってきているように思います。鈴鹿市においては，学校の

規則を守る生徒の割合が，小学校で４６.９％，中学校で５１.７％という数値です

が，全国的な数値等，何か比較できるものはありますか。 

 

（青尐年課長）全国学力・学習状況調査において，小学６年生と中学３年生については，

全国の調査結果が出ています。「規則を守っている」という頄目では，鈴鹿市の６年

生は３５.３％，全国は３４.１％という結果です。全国と比較すると若干高い結果

となっています。中学３年生では，鈴鹿市５４.５％，全国４４.１％という結果で

す。この規範意識が低い傾向については，全国的な傾向だと考えています。そうい

う中で，私どもも様々な取組を行っていまして，ある意味，全国よりは取組を強化

していると言えるのではないかと思いますが，全体的にもう尐し上げていきたいと

思っています。 

 

（吉本委員）私たちの時代から比較してみますと，学校の規則が守れないというのはと

んでもないことだと思います。最近の教育の在り方というのは，子どもの自由を守

るがために，子どもの考えに従った自由さが良いように教育をされているのではな

いかと思います。まだまだ本当の自由の意味が分からない子どもに対して，そんな

に自由を尊重し過ぎて良いのかという気がしてなりません。こういう事は，社会へ

出てからも本当に大事なことで，大きな犯罪に繋がる可能性もありますから，子ど

ものうちから，ある程度，強制的に取り組む必要があることだと思います。各学校

にもやり方があるわけですが，せめて学校の規則くらいは守る子どもに育て上げて

ほしいと思います。 

 

（委員長）以前，警察の連絡協議会に出席しましたが，隣の方が「子どもを見守るのは
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良いが，子どもに声を掛けてはいけない。声を掛けると不審者だと思われて問題に

なることがある。じっと見守っているのが良い。」とおっしゃられて寂しい気がしま

した。今の世相を反映しているのかなと思いました。 

 

（生貝委員）課題として不審者が挙がっていましたが，旫が丘小学校では，午後９時頃

に，自転車に乗った子どもが帰って行きます。おそらくクラブ活動か何かで，学校

の体育館でバスケットボールとかフットサル等をした帰りではないかと思います。

これまで不審者に遭わなくても，今後そういう事態が起こるかもしれませんので，

非常に危ないという気がしています。学校とは関係のない部分で活動しているのか

もしれませんが，学校施設の中での活動ということであれば，学校が関係している

わけですので，あまり遅くまで活動をしているとすると，時間も考えてあげないと

いけないのではないかと思います。一度，実態を調べていただきたいと思います。 

 

（文化振興部長）現在，スポーツ課の学校開放事業として，中学校１０校，小学校３０

校で学校長にお願いをし，体育館を解放して頂いて，午後５時から９時頃までスポ

ーツ尐年団や地元の体育指導員の指導により活動をしています。これは，午後９時

に終了しますので，帰るのは９時３０分位になってきます。御指摘の点につきまし

ては，指導者には注意を呼び掛けております。 

 

（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，３番目の

企画展「中ノ川流域の考古学の開催について」をお願いします。 

 

（考古博物館長）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。 

 

（委員長）中ノ川流域の出土品というのは，三重県下の中でも多いのでしょうか。特徴

があったら教えてください。 

 

（考古博物館長）出土品は多いと思います。展示資料は４６種類で総数１００点ですが，

特徴としては，考古学の業界，特に県内の業界では，中ノ川流域は「馬の考古学」

ということが言われており，馬具や馬型埴輪等が非常に多く出土しています。県内

では，雲出川，朝明川及び中ノ川の三流域に，馬の関係の出土品が多いと聞いてい

ます。したがって今回は，特徴的な「馬」にスポットを当てて開催するものですが，

その中でも，馬具関係は河原一号墳からの出土が多く，鉄製品のくつわ等の馬具を

多く展示するのが特徴です。また，寺谷１７号墳から出土しました，考古博物館の

常設展示室に展示してあります，１メートル近くある馬型埴輪でありますとか，そ

ういった資料も馬関係で展示をさせていただきます。 
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（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，その他の

事頄に移ります。１番目の「鈴鹿市文化振興ビジョンについて」をお願いします。 

 

（文化課長）詳細説明 

 

（委員長）ただ今の説明に御質問，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）平成１６年に策定した鈴鹿市文化振興ビジョンに対する反省や課題等のまと

めは行っていますか。 

 

（文化課長）前計画の課題や進捗状況等の結果については，新ビジョンの中で報告させ

ていただく予定です。 

 

（委員長）これから作業をするということですね。 

 

（文化課長）はい。現在作成中です。 

 

（委員長）今回のビジョンは「集中と選択による効果的でわかりやすい文化施策を展開

するための新ビジョン」ということですが，「集中と選択」ということは，前回の振

興ビジョンよりも，具体的になるということでしょうか。 

 

（文化課長）もう尐し具体的にということと併せて，「選択と集中」ということですので，

やることを絞り込んでいきたいと考えています。何でも総花的に行うということで

はなく，やることを選択していこうと思っています。 

 

（委員長）戦略的というよりも戦術的な作業も多くなったということですか。 

 

（文化課長）そういう考え方ではいますが，策定委員の皆様方と相談しながら作業を進

めていくということになりますので，具体的な部分は，今後検討してまいります。 

 

（委員長）日程を見ていると，策定までに結構な時間が掛かり，かなり余裕を持って作

業を進行されるように見えるのですが，概ねこの程度の作業時間が掛かるのですか。 

 

（文化課長）市の幹部で構成する政策幹部会議において，説明や意見集約を行う必要が

あり，市内部と策定委員の考え方を調整しながら作業を進めていきますので，この

程度の時間をいただきたいと思います。 
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（吉本委員）市民アンケートは悉皆調査ではなく抽出調査だと思いますが，どんな基準

で，どの程度の人数を抽出したのか教えてください。また，アンケートの内容はど

のように作ったのですか。何かを参考にしたのですか。 

 

（文化課長）まず，アンケートの人数ですが，市内在住の１８歳以上から８０歳以下ま

での男女３，０００人を無作為に抽出し，１１月上旪に発送，１２月９日回答締切

りで実施しました。現在の回答者数は１，２３０人で４１.２％の回収率となってい

ます。次に，アンケートの中身ですが，当方で考えたり，スポーツ振興ビジョン等

の各種ビジョンを参考にしたりして作成しました。内容については，「あなた自身の

ことについて」「文化・芸術について」「文化振興事業について」「文化施設について」

「文化財について」「文化振興の目指すべき方向についてどう考えているか」「文化

振興に関する意見要望」等で構成し，選択肢に丸を付ける形式で回答しやすい内容

にさせていただきました。 

 

（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

「学校における防災教育の改訂について」をお願いします。 

 

（指導課長）詳細説明 

 

（委員長）ただ今の説明に御質問，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）委員構成の中に小学校長が入っていないのはなぜですか。 

 

（指導課長）防災教育委託研究校である，鼓ヶ浦小学校，長太小学校，若松小学校の校

長先生が，防災教育委託研究校の枠から参加していただきます。 

 

（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，３番目の

「１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，１月教育委員会定例会を１月２７日金曜日午後１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）御異議ないようですので,１月教育委員会定例会を１月２７日金曜日午後１時

３０分から開催することにいたします。なお，最後になりましたが，吉本委員にお
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かれましては，今月末で教育委員の任期が満了となり，教育委員会への御出席とし

ましては，本日が最後となりました。過去３期１２年間にわたり，鈴鹿市教育委員

会委員として，豊かな識見により，今日の教育に対する課題に的確な方向性を持っ

て，御指導いただきましたことに，心から御礼を申し上げます。それでは，吉本委

員から一言御挨拶をいただきたいと思います。 

 

（吉本委員）ただ今，委員長から過分な紹介をしていただいて恐縮しております。委員

会の貴重な時間を尐しいただきまして，これまでの御礼とお別れの挨拶をさせてい

ただきたいと思います。私は，平成１２年の１月１日付けという珍しい日付で教育

委員を拝命して以来，３期１２年という長い期間，務めさせていただきました。こ

の間，教育委員について私は随分悩んでいました。本来ならば，もう一期あるいは

二期早く，退くべきであったと常日頃から思っていました。しかしながら，行政職

から教育委員に就任しましたのは，私が初めてであったからでしょうか，私が当局

の方へ退任という願いの言葉をいくら発しても，なかなか応えていただけませんで

した。これこそ本当に「図らずも」という状態の中で，３期まで受諾せざるを得な

い状況に置かれていたというふうに思っています。私の退任があまりにも遅きに失

したと思っていますが，遅きに失しますと委員会組織というものの老朽化に繋がる

危険性をはらんでいると，そんなふうに思えてならなかったわけです。そういう中

ではありましたけれども，私はこうして皆さんのような鈴鹿市の教育界を代表され

る方々と，それを取り巻く方々から，温かいお力をいただいて参りましたおかげで，

こうして３期１２年という長い期間，神聖な教育委員会の末席を汚しながらも，と

うとう人生７０年という時間を通り越してしまいました。色々考えてみますと「光

陰矢のごとし」という言葉もございますけど，皆さんは大変お若いし，それにも増

してとても健康でございますから，今後とも，長谷川教育長の元に全員が一致協力

して集って，これからの鈴鹿市の教育界に尽くされ，色々な道を切り開いて，数多

くの道しるべを立てていただきたいと願っております。どうぞ皆さんも，今後とも

引き続き健康の維持を図りながら，教育に研鑽を重ねられますようよろしくお願い

いたしまして，本当に簡単ですがお別れの挨拶と御礼の挨拶とさせていただきます。

皆さんとの出会いは，私にとって忘れ得ぬ生涯の良き思い出として，今後ともずっ

と記憶に残していきたいと思っています。本当に長い間ありがとうございました。

これをもって私はさよならをさせていただきます。ありがとうございました。 

 

（委員長）吉本委員には，私どもとは全く違った視点から，御指導をいただきました。

今後，委員会にいらっしゃらないと思うと随分寂しい気がしますけれども，是非こ

れからもお元気で，違った立場からも御指導をいただきたいと思います。本当に御

苦労さまでした。それでは，これをもちまして１２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。 
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１２月教育委員会定例会終了 午後４時３９分 

 

  以上会議の顛末を録し，ここに署名する。 

 

           委員長 福嶋 礼子 

 

           委 員 吉本 強 


