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平成２４年１月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２４年１月２７日（金） 午後１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，岡井敬治，伊藤久仁子，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），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），生涯学習課長

（宮崎由美子），スポーツ課長（松岡正朊），考古博物館長（東口元），考古博物館埋

蔵文化財グループリーダー（新田剛），書記（白塚山隆彦），書記（岡憲利） 

 

５ 議 事 

（１）鈴鹿市立公民館条例の一部改正について           （生涯学習課） 

 

６ 報告事項 

（１）平成２４年度鈴鹿市教育基本目標及びアクションプラン（案）について 

（教育総務課・文化課） 

（２）第二学校給食センター（仮称）施設整備事業基本構想（案）について 

（学校教育課） 

（３）第５回美し国三重市町対抗駅伝について            （スポーツ課） 

（４）長者屋敷遺跡発掘調査現地説明会の開催について        （考古博物館） 

 

７ その他 

（１）２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 ２人 

 

（委員長）定例会に先立ちまして，本年１月から，教育委員会委員に就任されましたお

二人の教育委員の方から，一言御挨拶をいただきたいと思います。まず，岡井委員

からお願いします。 

 

（岡井委員）皆さんこんにちは。岡井でございます。この度，鈴鹿の教育について皆様

と一緒に考えさせていただく機会を得まして本当に嬉しく思っております。どうぞ
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よろしくお願い致します。 

 

（委員長）ありがとうございました。続きまして，伊藤委員，お願いします。 

 

（伊藤委員）こんにちは。初めまして，伊藤久仁子と申します。この教育の場に身を置

かせていただけることを大変光栄に思っています。勉強させていただきたいと思っ

ております。よろしくお願い致します。 

 

（委員長）ありがとうございました。お二人の教育委員には，今後とも，よろしくお願

い申し上げます。それでは，ただ今から平成２４年１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生貝委員にお願いします。それでは，議事に入ります。

１番目の議案第１５０６号「鈴鹿市立公民館条例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 

 

（生涯学習課長）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）この改正により，今までの委員の委嘱基準とどのように変わるのでしょう

か。 

 

（生涯学習課長）社会教育法の改正により，条例に規定する委員の委嘱基準は，文部科

学省の省令を参酌して決めることになっています。また，文部科学省令で規定され

た委嘱基準は，改正前の社会教育法に規定されている委嘱基準と同じ内容で公布さ

れました。これらを基に，本市の条例に規定する委嘱基準を検討した結果，省令に

規定された委嘱基準を，そのまま本市の委員の委嘱基準として問題ないという結論

に至りました。よって，これまでの社会教育法に基づく委嘱基準と一部改正条例の

委嘱基準は全く同じものになっています。 

 

（岡井委員）条例の第４条第２項として加える部分に，「法第３０条第２項の規定により

定める審議会の委嘱の基準」とありますが，１９年度改正の社会教育法には，委嘱

基準のことが第３０条第１項に書いてありますが，これについてはいかがですか。 

 

（生涯学習課長）改正前の法第３０条第１項には，委員の委嘱基準や市町村の教育委員
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会が委嘱する旨の規定がされていましたが，第２次地方分権一括法による社会教育

法の改正により，委嘱基準の部分が削除され，単に「公民館運営審議会の委員は当

該市町村の教育委員が委嘱する」というように改正されました。また，改正前の法

第３０条第２項には，「定数，任期その他必要な事項は市町村の条例で定める」とな

っておりましたが，改正後の法第３０条第２項では，「委員の委嘱基準，任期その他

必要な事項は市町村の条例で定める」となるとともに，「委嘱の基準を定める場合に

は，文部科学省省令で定める基準を参酌する」という一文が加えられました。これ

らの改正を踏まえて，鈴鹿市立公民館条例に委嘱の基準を加えたものが，一部改正

の提案内容になっています。 

 

（委員長）委員の委嘱基準は門戸が広くなるような形が良いと思いますので，よろしく

お願いします。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１５０６号「鈴鹿市立公民館条例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１５０６号を原案のとおり承認いたします。 

 

（委員長）続きまして，報告事項に移ります。１番目の「平成２４年度鈴鹿市教育基本

目標及びアクションプラン（案）について」をお願いします。 

 

（教育総務課長）詳細説明 

 

（文化課長）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）確かな学力の育成の中の１の①は「全国学力・学習状況調査の実施と結果

を活用した授業改善」となっています。ここで，あえて「授業改善」としています

ので，この計画のもとに来年度取り組んだ結果，どういう改善をしたのかというこ

とをはっきり示さないといけないと思います。この部分は，重要な取組であると考

えておられると思いますので，その辺りを伺いたいです。 

 

（指導課長）授業改善については，全国学力・学習状況調査を実施し，その実態を掴ん

だ改善をしていくことが大事なことですし，このことは重要な取組だと考えていま

す。 
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（生貝委員）きちんと授業改善するということですね。 

 

（指導課長）国・県においても，全国学力・学習状況調査を積極的に活用するように推

奨しており，また，授業改善についても具体的に国の方から例が出されているよう

な状況ですので，そういったことを利用しながら，市においても授業改善を図って

いきたいと考えています。 

 

（委員長）目標数値についても，現在の１５％から目標値５０％ということで，他の指

標の目標数値と比べても，かなり数値の幅が大きくなっています。このような点か

らもしっかりと取り組まないといけないと思います。 

 

（指導課長）現状は１５％という低い数値になっています。全国学力・学習状況調査で

は，主として知識を問うＡ問題と，知識を活用する力を問うＢ問題という２つがあ

り，それぞれ国語，算数・数学の２教科があります。目標数値は，この４種類の成

績が全て全国平均を上回るという高い設定となっていますが，新学習指導要領が，

今年度は小学校において全面実施となり，来年度は中学校において全面実施となり

ますので，学校の現場で，その主旨を徹底して授業をしていただくことによって，

５０％に上げていきたいと考えています。 

 

（委員長）知識及び活用の問題がそれぞれ２教科で実施されると聞きましたが，鈴鹿市

の場合はどの辺りが強くどの辺りが弱いのでしょうか。 

 

（指導課長）鈴鹿市だけではなく三重県の傾向でもあるのですが，主に活用していく力

が弱いという傾向がみられます。 

 

（岡井委員）指標と目標値について質問します。まず，１２番のいじめの部分ですが，

受理件数が１５件とあります。これは，文部科学省から出されている件数ですか。

あるいは，いじめでも色々な段階がありますが，１５件というのはどの程度の数字

なのですか。この数字が県の教育委員会へ報告する数字なのかどうかということが

１点。次に，不登校についてですが，全国の児童生徒の不登校出現率は去年１．１

４％程度であったと思いますが，小学生と中学生では，だいぶ出現率が異なってき

ます。ですから，これらをまとめて表記せずに，小学生と中学生をそれぞれ区別す

る方法もあると思います。また，不登校出現率は，１００人に１．３人とか１．４

人とかいうのは分かりにくいので，２５人に１人とか３００人に１人というような

表記の仕方もあると思います。そういう一目見て分かりやすい表現の仕方も検討い

ただいたらどうかと思います。 

 

（教育研究所長）不登校の指標についてですが，小中を区別することも考えられますが，
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今までの指標の取り方が小中合わせて表記してきておりましたので，今回も踏襲さ

せていただきました。今後，小中別々の指標で挙げさせていただくことも検討した

いと思います。ちなみに，平成２２年度の数値は，小学校では０．４８％，中学校

では３．４４％の出現率となっています。 

 

（青尐年課長）いじめの指標の１５件ですが，これにつきましては，児童生徒の問題行

動事故報告ということで，学校から教育委員会が報告を受けた件数です。学校から

は，いじめとして認識をして児童生徒に対応をした事例については，把握したこと

を全て事故報告していただくことになっています。御指摘の文部科学省の問題行動

調査の数字と同じ数字であると認識しています。付け加えさせていただきますと，

どこまでがいじめであるのかというのは，学校によって色々と差が生じることだと

思いますが，鈴鹿市の場合は，基本的にどこの学校でもいじめは起こるものだとい

う認識の下，件数を減らすこと自体よりも，いじめが起こらないような対応が大事

であると話をさせていただいています。よって，学校においても，いじめが起こっ

て，教育委員会に報告をしたからといって，それで学校の評価等に繋がる事はない

ということで，把握して対応をしたものについては，全て報告を挙げて頂いていま

す。文部科学省の調査によりますと，各市町により若干差がありまして，多い所も

尐ない所もあり，基準が曖昧な部分がありますが，鈴鹿市ではこのような基準で報

告をいただいています。 

 

（委員長）鈴鹿市において，いじめは増えてきているのか，それとも減ってきているの

か，傾向はどのようになっていますか。 

 

（青尐年課長）今，厳密な数字を持ち合わせていませんが，基本的には１２件と１５件

というのが昨年と一昨年の数字で，概ね，この様な件数になっています。特に増え

てきているわけではなく，減ってきているわけでもありません。いじめのない学校

づくりということですので，報告件数が尐なくなるというより，実質のいじめが尐

なくなるのが目標ですが，平成２４年度末の目標としては市内で一桁という数値を

挙げています。 

 

（委員長）１３番の「不登校をなくす取組を進めます」の部分で，①の取組内容から，

「教育研究所」のところが線を引かれて消されているのですが，これはどういう理

由なのか教えていただけますか。 

 

（教育研究所長）スクールカウンセラーとの連携ということですので，「教育研究所」と

あえて記入しなくても，スクールカウンセラーあるいは学校と教育研究所との連携

ということを分かっていただけるという考えで削除しました。 
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（伊藤委員）先ほどの全国学力・学習状況調査の指標に関して，目標値５０％というよ

うに数字で表すと分かりにくい部分があります。体力向上も含めて相対的に知力を

上げていかれるのか，もう尐し具体的にお示しいただけるとありがたいと思うので

すが。 

 

（指導課長）全国学力・学習状況調査の指標は，特に重要な，国語，算数・数学の２教

科の学力が全国平均を上回ることを目標に挙げさせていただいています。体力につ

いては，また別のテストがありまして，「新体力テスト」というものを実施し，その

結果，運動能力が三重県平均以上の種目数を指標及び目標値として挙げさせていた

だいており，学力と体力の指標は別のものを挙げさせていただいています。 

 

（伊藤委員）体力が全国で何番目かとか，学力を上げるために授業時間を増やすとかで

はなく，子どもの「いきいき度」といいますか，そういう部分も含めて，具体的に

どのように知力を上げようとされているのかをお聞きしたかったのですが。 

 

（指導課長）学力の三要素として，知識，活用，意欲が示されており，全国学力・学習

状況調査では，その三要素ともに状況把握ができるように，教科のＡ問題，Ｂ問題

以外に，児童生徒質問紙として，子どもたちの生活の背景や心の状態等も把握でき

ます。また，学校の対応等について調査をする学校質問紙というものもありまして，

これらを総じて，全国学力・学習状況調査となっています。よって，具体的な取組

の大きな柱としては，学習指導要領の主旨に沿った教育内容を子どもたちに教える

ための授業の改善を行うことではありますが，この調査結果を総合的に捉えながら，

調査結果によって分かってくるそれ以外の様々な背景も一緒に，高めていきたいと

考えています。 

 

（生貝委員）特別推進項目の安全教育というのは，継続的に取り組んでいかなければな

らない問題だと思います。今年目標値を設定して，これが１００％であれば一番い

いと思うのですが，臨時的に項目を挙げてありますので，来年度以降も特別推進項

目に掲げていくのか。あるいはこの知徳体の１，２，３に入れ込むのは可能なのか

ということをお聞きしたい。もう一つは，一番左の１の③ＮＨＫ巡回ラジオ体操の

開催ですが，これは毎年行うと考えてよろしいですか。 

 

（指導課長）特別推進項目については，教育振興基本計画の体系に入っていない項目で

すので，この様な表記になっています。内容的には「子どもの生きる力を育む」も

のですので，真ん中のエリアに書いています。 

 

（青尐年課長）このラジオ体操の推進につきましては，基本的には，「１４ 基本的生活

習慣の定着」の「①早寝早起き朝ごはん運動の推進」のところで，子どもたちの基
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本的な生活習慣を身に付けさせるための早寝早起きの一環として，各地区でラジオ

体操を毎年行っていただいています。これを，中学校区などに広げていただいて大々

的に毎年進めているところです。御質問いただいたＮＨＫ巡回ラジオ体操について

は，今年が市制７０周年ですので，記念事業として，ＮＨＫに来ていただき，市民

全体に向けた健全育成の環境づくりを目的に行うもので，毎年行うというものでは

ありません。 

 

（伊藤委員）ラジオ体操の実施に当たっては，夏休みに学校の方から指導があるのです

か。それとも各自治会にお任せしているのですか。 

 

（青尐年課長）各地域で実施いただいているのは，今年２８４地域あります。年々，各

学校を通じてＰＴＡや地区の方々へお願いをしており，かなり地域数が増えてきて

います。今後は大幅な増加というのは見込めないと思いますが，尐しずつ地域数を

増やしていただければと思います。また，実質の運営は，地域の役員さんやＰＴＡ

の方々にラジオを持って来ていただく等の運営をしていただいています。また，中

学校区単位や小学校区で，夏休み中にイベント的に大規模なラジオ体操会を実施す

るような場合は，学校側が中心となって取り組んでいます。 

 

（委員長）「４番 情報教育」について，情報をめぐる環境が変化している中，今回，「②

情報モラル教育の推進」というのが新たに記載されていますが，この点はこれから

どう取り組むのか具体的に補足をお願いします。 

 

（指導課長）情報モラル教育につきましては，その重要性が言われてきており，これま

でも，昨年度までの取組項目であった「情報リテラシー教育の推進」の中で，情報

モラル教育に取り組んできました。しかし，今回，特に重要ということで，②とし

て明記し，今後，各学校で取り組んでいただきたいと考えています。具体的な指導

は学校単位ということになりますが，全ての学校で実施していただくように資料提

供等をさせていただき，新しい課題等を伝えながら取り組んでいただく予定でござ

います。 

 

（生貝委員）情報モラル教育の所ですが，子どもたちは，小中学校や自宅でインターネ

ットに触れるよりも，むしろ，学校に持って来てはいけない携帯電話を使った情報

のやり取りの方が，もの凄く多いのではないかと思います。実際にはそういうもの

で彼らは情報を手にしているわけです。もしかしたら勉強の事もやり取りをしてい

るかもしれませんが，携帯電話に関する情報モラル教育こそ，本来は取り組んだ方

が良いと思いますし，日本の社会全体で考えなければならない問題だと思いますが

いかがでしょうか。 
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（指導課長）情報モラル教育というのは，パソコンの学習だけを指しているわけではあ

りません。指導課の方では，パソコンの使い方等の指導を行いますが，青尐年課の

方では，携帯電話の使い方等，御指摘の部分の指導も行っていますので，双方を併

せながら，指導をしていきたいと思います。ネットトラブル等についても青尐年課

と一緒に指導をしています。 

 

（岡井委員）「４番 情報教育」の指標についてですが，コンピュータの基本的な操作や

立ち上げてから終了するまでの操作等の指導は，パソコンが導入されてからかなり

の期間が経過しているので，どこの学校でも１００％指導されているのではないか

と思います。その中で，ここで，このような指標を用い，１００％という目標値を

作られた背景をお聞かせいただきたいと思います。むしろ，情報モラル教育につい

ては，裏サイトへの書込みや携帯所持に関する決まり等について，具体的に年間を

通じて指導をしたかどうかという指標の方が良いのではないかと思います。基本的

な操作を１００％と挙げたのは，まだこれが十分指導できていないということなの

でしょうか。 

 

（指導課長）全国学力・学習状況調査の質問紙の中に，アクションプランの情報教育の

部分の指標にしたものと同じ内容の質問があります。全体として子どもたちの確か

な学力を上げていくということを，一面だけで捉えずに総合的に捉えていくという

意味から，指標として活用させていただきました。 

 

（岡井委員）アクションプランは，教育振興基本計画と鈴鹿五策を踏まえて，来年度，

学校がどのようなところに取り組んでいけば良いのか，一目でよく分かる構成・内

容で作られていると思います。その上で２つ，付け加えていただけるとしたらお願

いしたいことがあります。一つは，「児童虐待防止」です。これは命に関わることで

すし，先生は子どもの身近に長時間付き添っているわけですので，学校でも児童虐

待防止の取組，早期発見，早期保護を入れていただけないかなと思います。もう一

つは，先生方の心の健康についてです。先生は色々な精神的な負担で厳しいことも

ありますので，健康増進の支援や精神的な負担の軽減等にも取り組んでいただくと，

先生方も安心して取り組める，そういう心強さもあるのではと思います。先生のメ

ンタルヘルスの面からどうかと思いまして。意見ということでよろしいですので。 

 

（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

「第二学校給食センター（仮称）施設整備事業基本構想案について」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）この「遅くとも」という表現はどういうことでしょうか。 

 

（学校教育課長）「遅くとも」というのは，出来るだけ早い時期に実施をしたいというこ

とですが，工期を考えると，現在のところ平成２７年４月が一番その直近の時期で

あると考えています。したがって，遅くとも平成２７年４月までには実施したいと

いう，あくまでも目標時期です。 

 

（伊藤委員）昨今，共働きの家庭が多い中で，中学校の給食をしていただくというのは

とてもありがたい話で，保護者の皆さんは非常に喜んでみえると思います。しかし，

中学校の時期は思春期で大きく成長する時期ですので，私自身も３人の子どもを育

てましたが，お弁当の残し具合を見て「あれ？」と思う事も度々ありました。空に

なった時は「よし。」と思いますが，いつも残したことがないのに残した時は，何気

なく子どもの行動を量ったような覚えがあります。給食センターは本当に良いこと

と喜んでいるのですが，やはりその中で，保護者に対して，そういう心の指導を尐

ししていただけるとありがたいかなと思います。食べる事は非常に大きいと思いま

すので，その辺を何とかフォローできるようなプログラムを組んでいただけるとあ

りがたいと思いますので，よろしくお願いします。 

 

（学校教育課長）御指摘いただいた通りでございまして，単に給食をお昼に提供すると

いうことだけではなくて，その事を重要な時間として，中学校にも食育を一層充実

していくことが必要であると考えています。食育というのは，食に対する基本的な

認識，食材や食に関わっている人々に対する感謝の念，伝統的な地域の食に関する

ことや健康保持の面等，御指摘いただいた点について，中学校で一層充実してまい

りたいと考えています。 

 

（生貝委員）７ページをお願いします。新しい給食センターから何校程度の学校に給食

を配送するのか分かりませんが，稲生４丁目西辺りの住宅地のある交差点へ出てい

くのでしょうか。交通安全への配慮はされているのでしょうか。 

 

（学校教育課長）その地図の黄色い部分の右側に，青色でカーブの線が書いてあります

が，ここに新しい道が開通しましたので，適地であると考えています。 

 

（委員長）お弁当を食べる時間と給食を配膳して食べる場合の時間というのは，どの位

の差が生じてくるのですか。給食の方が時間がかかると思いますので，あまり忙し

く食べるというのもどうかなと思いますので。 
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（学校教育課長）給食の実施とともに，各学校における給食の時間を含めた教育課程，

いわゆる日課を見直していかなければならないと考えています。現在，昼食の時間

は平均で各学校２０分程度を確保していますが，特に新しく入って来た中学１年生

は，なかなか２０分では食べられないこともあります。その後２０分間の休憩時間

もありますが，給食の場合は食べる前に配膳しなければなりません。したがって，

給食を用意してから食べるまでに，今以上にゆとりのある昼食の時間を生み出して

いかなければなりませんので，一日全体の中学校の日課について，今後十分検討し

たいと考えています。 

 

（岡井委員）この資料は，見出しが基本構想（案）となっていますが，この資料は，今

日の教育委員会のために作成していただいたのでしょうか。どこかまた別の場でこ

れを基に説明をされるということで作られたのでしょうか。 

 

（学校教育課長）教育委員会を含めて，これから具体的に学校給食センターの建設に向

けて，色々な所で提示をしていかなければならない時の資料として，教育委員会の

基本的な構想という事でまとめさせていただきました。 

 

（岡井委員）建設候補地の概要の部分に，予定地として書かれていますが，これですと

候補の一つであって，この他にも候補地が出てくる可能性があるということですか。 

 

（学校教育課長）今現在は，土地開発公社が所有をしており，市が購入をしていません

ので，今の時点では候補地という形で書かせていただいています。今後，予算化を

して，実際に購入すれば，建設地として決定することになります。 

 

（岡井委員）もう一つ，実施時期が「遅くとも平成２７年４月」ということは，今後３

年間あるわけですが，その間に，用地購入，基本設計や実施設計，各種の委託等を

しなければならないと思います。このような中で，その３年間のどの時期に何をす

るというスケジュール等は考えてあるのですか。 

 

（学校教育課長）現在，基本構想に基づいた具体的な建設スケジュールを，検討してい

るところです。確定をしましたらお示しさせていただきますので御理解をお願いし

ます。 

 

（岡井委員）「５ センターの概要」の部分で（１）基本的理念とありますが，ここの②

と③は，「２ 事業目的」のところに記述してある内容とよく似たことが書いてあり

ます。センターの概要としての基本的理念であれば，①のように「食に対する安全

の観点から十分な配慮と対応を図る」ということだと思いますが，その対応と配慮

の中身をもっと書いた方が良いと思います。例えば，食に対する安全の観点からの
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建物づくりや調理場の構成，献立管理等について中身を書く必要はないですか。②

と③は給食センターが一つの食育の学習の場になるという意味ですか。例えば地産

地消や地域の食文化等の具体的な姿が見られる場になるというイメージなのですか。 

 

（学校教育課長）食の安全に対する配慮や対応については，ここでは大枠を記載させて

いただいており，給食センターの建物の構造的な部分や機能的な部分を具体的にど

うしていくかということについては，今後，検討していきたいと考えています。②

③については，給食センターの基本的理念というよりは，どちらかというと学校給

食全体を通じて実現していくことであると思います。それを進めるために，給食セ

ンターを建設して実施をしていくということであると思います。この点については，

具体的に検討して参りたいと思います。 

 

（委員長）今後，具体的に進められていくと思うのですが，去年視察に行ったときに，

食物アレルギーの生徒が増えており，個別食を作ることがかなり大きな比重を占め

きているというお話を伺いましたので，そういう面でも尐しお考えいただければと

思います。 

 

（学校教育課長）アレルギーを持つ子どもへの対応については，基本的には小学校や幼

稚園において，現行で実施している除去食という手法を，中学校給食においても実

施していきたいと考えています。除去食というのは，特別な食材を使用して違うメ

ニューを作るのではなく，アレルギーの基となる食材をその日の給食から除去して

作るという対応で，この方法は実績もあります。 

 

（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

「第５回美し国三重市町対抗駅伝について」をお願いします。 

 

（スポーツ課長） 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）選手はどのように決めているのでしょうか。市内の学校の子どもは競技成

績が分かるでしょうが，市外の方の成績は陸連が把握しているのでしょうか。 

 

（スポーツ課長）鈴鹿市の陸上競技協会の方で記録を確認していただき，選手を選抜し

ていただいています。 

 

（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，４番目の

「長者屋敷遺跡発掘調査現地説明会の開催について」をお願いします。 
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（考古博物館長及び埋蔵文化財ＧＬ）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）子どもたち自身が育った鈴鹿市に，国府という遺跡があるということですの

で，古代のロマンでもありますし，これを教育現場においても，小学生や中学生に

対して活かしていただければ良いと思います。 

 

（指導課長）そういったことを紹介させていただき，学校で活用していただけるように

努力をしたいと思います。 

 

（委員長）現地へ行って，博物館の方に分かりやすく話をしてもらえると良いですね。 

 

（伊藤委員）発掘調査で働いている方々は，どのように募集されるのでしょうか。 

 

（埋蔵文化財ＧＬ）発掘現場で働いていただいている作業員さんについては，主に鈴鹿

市のシルバー人材センターから派遣していただいています。 

 

（伊藤委員）刷毛できれいに洗ったりする等，かなり細かい作業だと思いますが，ある

程度知識を持たれた方の指導の下に作業をされているのですか。 

 

（埋蔵文化財ＧＬ）職員が張り付いて，指導をさせていただきながら調査をしています。 

 

（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，その他の

事項に移ります。｢２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，２月教育委員会定例会を２月１４日火曜日午後４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,２月教育委員会定例会を，２月１４日火曜日午後４

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１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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１月教育委員会定例会終了 午後３時１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 生貝 初 


