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平成２４年７月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２４年７月１９日（木） 午前１０時から 

 

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），教育次長（藏城郁夫），参事（小河謙一），教育総務課長

（冨田佳宏），学校教育課長（井上浩），指導課長（鈴木英文），青少年課長（中道公

子），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（森英也），考古博物館長（東口元），文化課副参事兼文化財グル

ープリーダー（芳田厚），文化課学芸員（代田美里），書記（白塚山隆彦），書記（岡

憲利） 

 

５ 議 事 

（１）【議案第 1534号】天野奨学金規則の全部改正について     （指 導 課） 

 

６ 報告事項  

（１）鈴鹿市人権教育基本方針の一部改正について         （学校教育課） 

 （２）市制施行７０周年記念「平成２４年度夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会」 

について                           （青少年課） 

 （３）市制施行７０周年記念「家庭教育支援講演会」について    （生涯学習課） 

（４）「夏休み子ども体験博物館」・企画展「何が入っていたのかな？弥生土器大集合」 

について                          （考古博物館） 

 

７ その他 

（１）「鈴鹿の記憶－戦中・戦後の証言と資料－」作成事業について   （文 化 課） 

（２）８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２４年７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，伊藤委員にお願いいたします。それでは議事に移ります。１番目の，議案

第１５３４号「天野奨学金規則の全部改正について」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 

 

（指導課長）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。 

 

（伊藤委員）奨学金は，毎年何人程度の方が給付を受けているのですか。 

 

（指導課長）昨年度の受給者は５１人です。 

 

（委員長）希望すれば，ほぼ全ての方が受給できるのですか。 

 

（指導課長）希望者が多いため，希望されても受給していただけない方が年々増加して

います。 

 

（委員長）倍率としてはどの程度でしょうか。 

 

（指導課長）今年度については，申請者が約７０人おられますが，その内，約２０人は

給付できないものと考えています。 

 

（委員長）年々希望者の数が増えてきているのでしょうか。 

 

（指導課長）今年度の希望者数は，昨年度に比べ１０人程度増加しています。 

 

（生貝委員）給付の可否の基準として一番考慮されている部分はどのようなことですか。

学業成績なのか，家庭の事情なのか，全体を考慮されるということなのかというこ

とですが。 

 

（指導課長）この奨学金については，改正後の第５条において，受給資格について３つ

の条件を設けています。これに加えて，給付の基準として，ある一定の所得の基準

を満たした方の内，成績上位者から給付を決定していきたいと考えています。なお，

天野奨学金運営委員会において，特別な事情等を考慮して給付の可否を決定する場

合も考えられますが，基本的には，今申し上げましたとおり決定していきたいと考

えています。 

 

（岡井委員）３ページの第５条ただし書きの部分ですが，ここは要するに兄弟で申請し
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ても１家庭１人の給付に限るということなのですか。 

 

（指導課長）そのとおりです。 

 

（岡井委員）その場合，例えば，兄は父親が保護者となって申請し，弟は母親が保護者

となって申請した場合は，給付が可能なようにも読み取れますので，はっきりと１

家庭１人とか兄弟で１人の給付ということを明記した方が良いのではないかと思い

ますがいかがでしょうか。または，募集案内等にその旨を記載して，はっきりと保

護者に周知することが必要なのではないかと思います。 

 

（指導課長）申請書や添付書類において，異なる保護者であっても同一の家庭かどうか

について確認できるようになっています。 

 

（岡井委員）制度上，保護者が同じでも複数の申請が可能であり，その場合は高額の給

付を受ける者１人分だけ給付することになっているわけですから，はっきりとして

おいた方が良いと思います。場合によっては，募集案内等での対応でも良いと思い

ます。次に，「学資に困っている者」という条件がありますが，既に生活保護等の公

的補助の給付を受けている方についても給付を受けられるのですか。それとも対象

外とされるのでしょうか。 

 

（指導課長）この奨学金は，福祉的な奨学金というよりは，学業優秀でその志を支援す

るという意味合いを持っているものですので，生活保護等の公的給付や他の奨学金

の給付を受けているかどうかに関わらず，給付をしていきたいと考えています。 

 

（岡井委員）成績優秀者から採用していくという説明でしたが，成績優秀ではないけれ

ども，品行方正で学習意欲もある方で，特に家庭の経済的事情で困っている方にも，

機会が与えられるように選考の時に考慮いただければありがたいと思います。 

 

（委員長）この奨学金は無償給与ということですが，将来にわたってどの程度続けてい

くことができるのでしょうか。 

 

（指導課長）平成２３年度末現在で，奨学金の原資が約５，８００万円ですので，今の

制度で続けていくと約１０年近く続けることができるということになります。 

 

（伊藤委員）奨学金を受けられている方は，将来鈴鹿市に住んでいただく等の制約はあ

るのでしょうか。 

 

（指導課長）制約はありません。 
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（委員長）天野奨学金ができた当初の天野さんの御遺志はどのようなところにあったの

ですか。 

 

（指導課長）随分昔のことになりますので，書類上からのことになりますが，「資質優秀

かつ学資の支弁が困難と認められるものに給付する」ということになっていますの

で，学業優秀な方への支援ということに重きが置かれていたのではないかと思いま

す。また，制度上限られた額ですので，福祉的な要素をカバーすることは難しいと

考えますので，学業優秀な方へ支援していきたいと考えています。 

 

（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，お諮りします。

議案第１５３４号「天野奨学金規則の全部改正について」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１５３４号を原案のとおり，承認いたし

ます。 

 

（教育長）原案を御承認いただきありがとうございます。３ページの第５条の部分で岡

井委員からいただいた「１家庭で１人の給付を明確にする」という御意見について

ですが，制度上は御説明させていただいたとおり，基本的に１家庭で１人の給付と

いうものから変更はいたしませんが，条文の表記の仕方については，御意見を受け

まして若干修正していきたいと思います。このことを含めて御承認いただきたいと

思いますがいかがでしょうか。 

 

（委員長）ありがたい提案ですので，皆さんよろしいでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし。 

 

（委員長）では，続きまして，報告事項に移ります。１番目の「鈴鹿市人権教育基本方

針の一部改正について」をお願いします。 

 

（人権教育課長）詳細説明 

 

（委員長）ただいまの報告に御質問，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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（伊藤委員）女性の部分ですが，文中には男女共同参画等の言葉もあり，男性の特性や

女性のきめ細やかさ等によって，お互いが補い合いながら色々なポジションで仕事

等を進めていきましょうということは良いと思いますので，本文を改正することに

ついては特に異議はありませんが，日常生活での家庭での父親・母親の役割は，子

どもの教育に深く関わってくることですので，教育指導の中で父親や母親をどのよ

うに位置付けて指導されているのかお伺いしたいと思います。 

 

（人権教育課長）男女という性別に関わる部分ではなく，父親・母親という保護者とし

ての役割ということでよろしいですか。 

 

（伊藤委員）そのとおりです。 

 

（人権教育課長）父親・母親どちらか一方に対してということではありませんが，「両親」

ということに関しては，「学校であった事を話す」「将来について相談する」「悩みに

ついて相談する」等，親子の関係をつないでいこうということは学校でも指導して

います。また，「家族」ということに関して，家庭科の授業の中でも家族の役割とい

う学習もありますので，家族が力を合わせて家庭生活を営んでいくということを学

んでいます。 

 

（伊藤委員）世の中の流れと家庭での父親・母親の役割の違いを認識するのが困難にな

ってきているのではないかと思います。女性が管理職になったり，男性と同じよう

に働いたりして家庭に帰っていく等，父親・母親が共にがんばって家庭生活を作っ

ていくということは非常にありがたいことだと思いますが，やはり，父親が持って

いる社会性や，母親が持っている生きていく上での細やかさ等が，今後の教育の課

題になっていくと思います。社会と家庭を区別するという訳ではないですが，家庭

での男女のあり方をもう少し細かく指導していただいた方が，子どもは育ちやすい

と思いますので，今後の課題として取り組んでいただければと思います。 

 

（人権教育課長）それぞれの家庭によって，父親・母親の役割や家族の協力の仕方には

違いがあると思いますが，少なくとも家族が力を合わせて，それぞれの役割を果た

しながら楽しい家庭を築いていけるように，学校でも学習を進めていきたいと思い

ます。 

 

（委員長）３ページの女性の部分で「ジェンダー」という言葉を使っています。新聞等

には出てきますが，一般の方には分かりにくい言葉だと思います。これをあえて使

用していた理由を教えてください。 

 

（人権教育課長）策定当時は，県の人権教育基本方針の中に「ジェンダー」という言葉
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を用いた表現をしていました。また，国においても「ジェンダー」という言葉を用

いていました。その後「ジェンダーフリー」という言葉も生まれましたが，この「ジ

ェンダーフリー」については，色々な解釈の違いから論争が起こり，男女共同参画

局から地方自治体に対してこの言葉を使用しないようにという通達も出ています。

また，「ジェンダー」の言葉自体も，「男女の性」という意味のところを，日本では

「男女の性差」と解釈したということがあり，導入した時点で議論があり，分かり

にくい部分もありました。そのような中ではありましたが，当時は，県の人権教育

基本方針の中に使用されている言葉であったため，その言葉を用いたという経緯が

あると考えています。 

 

（委員長）県が使っていたからという理由よりも，市民に対して分かりやすいかどうか

ということが重要なのではないでしょうか。 

 

（人権教育課長）今回の改正の趣旨もそのような意味合いですので，市民に分かりやす

い内容に改めたいということを念頭に改正を行いました。 

 

（生貝委員）そういう意味からは，「ノーマライゼーション」や「インクルージョン」等

についても分かりにくい言葉だと思います。これらの言葉については，冊子の１３

ページの語句集の中で用語の解説を入れていくのでしょうか。 

 

（人権教育課長）語句集に新たな項目として掲載することを検討したいと思います。 

 

（生貝委員）併せて，語句集から「ジェンダー」は抜くということですね。 

 

（人権教育課長）そのとおりです。 

 

（生貝委員）英語を使いたがるというのはどうしてなのかという疑問があります。英語

を使わない方もいらっしゃいますので，人権教育という観点から，どのように考え

ておられますか。 

 

（人権教育課長）人権教育というのは世界的に取り組まれている内容ですので，英語の

言葉そのものを使いがちな面もあると思います。やはり，一般的になじみのない言

葉であったり，私たちにとっては意味が理解しにくい言葉であったりする場合もあ

りますので，今後はできる限り日本語の分かりやすい表現を使用していきたいと思

います。 

 

（岡井委員）冊子２ページの７行目に児童虐待のことが記述してあったり，次の段落に

も学校においても様々な人権問題が生じているということで，いじめ等を指してい
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るのだと思いますが，今日的な課題をふまえて改正をされるということであれば，

冊子の４ページの「子ども」の部分に「虐待やいじめから子どもを守ります」とい

う姿勢を鮮明に打ち出すということが大事なのではないかと思います。次に「障害

者」の「害」を平仮名にしていただくということですが，冊子２ページにも同様の

箇所がありますので，統一していただければと思います。 

 

（人権教育課長）文字の修正については御指摘どおり修正を加えたいと思います。また，

基本方針として，子どもの人権を大切にしていくことや，子どもの最善の利益を優

先していくという方針を基にして行っていきますが，それを侵害する虐待等につい

ては，今日的な課題と考えていますので，具体的には毎年の学校への発信の中で強

調して取り組んでいきたいと考えています。 

 

（委員長）これを拝見して感じたことは，同和問題や障がい者，女性，高齢者等，明ら

かに差があるところに生じる問題が議論になっているように感じます。例えば，い

じめのような理由が無いのに生じる問題が最近は多い中で，そのような問題に割い

ているボリュームが少ないと感じました。先ほどの岡井委員の御意見にもありまし

たように，最近ボリュームが増えている，子どもを巡る様々な今日的な問題に対す

る提言等があってもいいのではないかと思いますがいかがでしょうか。 

 

（人権教育課長）子どもの部分については，いじめや虐待は，本当に大きな課題だと考

えていますので，検討させていただきます。 

 

（教育長）元々この方針を策定した際には，検討委員会を立ち上げて策定していますの

で，大きく改正することになれば，そういうものを立ち上げて一から検討すること

になると考えています。今回の改正については，今までの基本方針の趣旨を大きく

変えないという条件の中で，現状に合わない部分を変更させいただいたということ

で御理解いただきたいと考えています。今後，再度一から見直す必要が出たときに，

御指摘いただいた御意見を参考にして，策定させていただきたいと思いますので，

御了承いただきたいと思います。 

 

（生貝委員）冊子のフォントですが，ゴシックであったり明朝であったりして統一感が

ありませんので，見直していただいた方が良いのではないでしょうか。 

 

（人権教育課長）御指摘のとおり見やすいものとなるように修正させていただきたいと

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，２番目の「市制

施行７０周年記念平成２４年度夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会について」を
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お願いします。 

 

（青少年課長）詳細説明 

 

（委員長）ただいまの報告に御質問，御意見がございましたら，お伺いしたいと思いま

す。 

 

（伊藤委員）事前の練習会等はあるのですか。 

 

（青少年課長）大きな練習会としては，郡山小学校でＮＨＫのラジオ体操指導員をお招

きして行いました。また，ラジオ体操連盟の講師の方をお招きし，スポーツ推進員

等の皆さまを対象に練習会を行いました。その他，若松小学校や栄小学校等におい

て，練習会を行っています。 

 

（生貝委員）当日は何時ごろ会場へ行けばよいのですか。 

 

（青少年課長）６時の開会式に間に合うようにお越しいただければ結構です。 

 

（委員長）交通整理等も大変だと思いますがよろしくお願いします。その他よろしいで

しょうか。それでは御意見もないようですので，３番目の「市制施行７０周年記念

家庭教育支援講演会について」をお願いします。 

 

（生涯学習課長）詳細説明 

 

（委員長）ただいまの報告に御質問，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）対象は０歳～３歳の子どもを持つ保護者で，定員５００人となっています

が，子ども連れでの入場が不可となっています。これについては，不満が出ている

のではないですか。 

 

（生涯学習課長）定員は先着５００人としています。子ども連れで入場されると，お話

を聞いていただいている他の方に御迷惑がかかる場合がありますので，保育をさせ

ていただくことにしています。保育の定員は２０人程度としていましたが，７月１

７日９時から受け付けを開始させていただいてから，１時間程度で定員いっぱいに

なりました。今後は，子どもをお持ちの方で聴講を希望される方は，どなたかにお

子さんを預けていただいて，聴きに来ていただくこととなります。 
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（委員長）かなり人気のある方の講演会ですので，参加されたい方が多いのではないで

しょうか。 

 

（生涯学習課長）本日９時現在で，３２０人の応募をいただいています。 

 

（委員長）保育の人数を増やすのは難しいのでしょうか。 

 

（生涯学習課長）文化会館の和室をお借りして保育を行いますが，保育にあたっていた

だく方が対応できる人数や保育スペース等を考慮して，２０人が限度ですので，御

理解いただきたいと思います。 

 

（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，４番目の「夏

休み子ども体験博物館」及び「企画展『何が入っていたのかな？弥生土器大集合』

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）様々な企画を考えていただいていますが，夏休みにはたくさんお子さんがお

越しになりますか。 

 

（考古博物館長）地の利の面と考古という分野に限った施設ですので，なかなか気軽に

頻繁に来館いただく施設ではないことから，毎年約１万人を前後とした来館者数で

推移しているのが現状です。特に夏休みは多くの方に来館いただける時期であり，

公共交通機関での来館が難しいことから，子どもさんが来られるときには保護者の

方が一緒に来ていただくこととなりますので，必然的に夏休みの来館者が多くなっ

ており，年間１万人の来館者の内の約３分の１の方をこの時期にお迎えする状況に

なっています。ちなみに，昨年度のこのイベントと企画展において，３，１５０人

の方にお越しいただいています。 

 

（委員長）鈴鹿市から未来の考古学者が生まれればうれしいことだと思います。その他

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。１番目ですが，毎回，今日的な教育課題をについて協議を行っておりますが，

今回のテーマは，「鈴鹿の記憶 戦中・戦後の証言と資料作成事業」について協議し

ていきたいと思います。それでは，担当課の説明をお願いします。 

 

（文化課長）詳細説明 
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（委員長）ただいまの説明につきまして御意見等ございましたら，お願いしたいと思い

ます。 

 

（委員長）写真資料は，現在残っている戦争遺跡等の写真を使用するのですか。 

 

（文化課長）戦争当時の生活面を含めて掲載する予定です。また，ＮＴＴ西日本様から

格納庫の写真や図面をいただいていますので，これについては資料として掲載する

予定です。 

 

（委員長）現在でも，防空壕や飛行機の格納庫であった掩体
えんたい

等が残っていますが，そう

いうものも調査をされるのですか。 

 

（文化課長）三畑町の方に掩体
えんたい

が残っていますが，市制施行６０周年のときに軍事施設

について取りまとめた報告書ができあがっていますので，今回はそういう施設関係

よりも生活面の方を重視して取りまとめていきたいと考えています。 

 

（伊藤委員）市内７５歳以上５，０００人のアンケートについては，鈴鹿市で生まれ，

市内で戦中戦後の生活をされた方ですか。 

 

（文化課長）住民票から抽出していますので，当時市内在住の方であったかどうかにつ

いては不明です。アンケート結果からも当時市内にお見えでなかった方もたくさん

おられます。 

 

（委員長）実際の聞き取りは文化課職員が行うのですか。 

 

（文化課長）三重大学との共同研究ということで進めていますので，私どもの職員も行

きますが，三重大学の学生や教員の方にも行っていただきます。 

 

（委員長）若い方が聞き取りに行かれると勉強になりますし，御年輩の方も頑張ってお

話しようという気持ちになると思います。 

 

（文化課長）若い方にたくさんお話をされたい方が，多くいらっしゃるようです。 

 

（伊藤委員）鈴鹿市が軍都としての役割を担っていたことは，昭和２９年生まれの私は

あまり知りませんでした。６０歳代の方はまだ御存知かもしれませんが，５０歳代
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になると，鈴鹿市に住んでいてもあまり知らないという現実があります。このよう

なことから，資料の作成にあたっては，先ほどのＮＴＴさんの資料のみならず，今

のイオンや旭化成等の場所のことなども含めて，内容の濃いものにしていただける

とありがたいと思います。 

 

（文化課長）軍の施設については，市制施行６０周年記念の時に作成した『鈴鹿市のあ

ゆみ』に詳しく掲載しています。これと重ならない程度に資料として使用していき

たいと思います。 

 

（委員長）「戦争をどうとらえるか」ということについて，かなり難しい面があったりす

ると思いますが，苦慮されている点や配慮されている点がありますか。 

 

（文化課長）そういう思想的なものではなく，「記録」あるいは「記憶」という面を重点

的に掲載していきたいと考えています。 

 

（委員長）よろしいでしょうか。それでは２番目の項目に移ります。「８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，８月教育委員会定例会を８月９日木曜日午前１０時から開催する

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，８月教育委員会定例会を８月９日木曜日午前１０

時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７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。 

 

７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。 

 

           委員長 福嶋 礼子 

 

           委 員 伊藤 久仁子 


