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平成２４年９月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２４年９月２８日（金） 午後４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），スポーツ課長（藤井康彰），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）【議案第 1537号】鈴鹿市教育委員会委員長の互選について  （教育総務課） 

（２）【議案第 1538号】鈴鹿市教育委員会委員長職務代理者の指定について 

   （教育総務課） 

 

６ 報告事項  

（１）平成２４年度 全国学力・学習状況調査の結果について      （指導課） 

（２）平成２４年度 鈴鹿市教育研究会研究委託校園の発表について   （指導課） 

（３）第２次鈴鹿市文化振興ビジョン（素案）について         （文化課） 

（４）平成２４年度 佐佐木信綱記念館特別展等の開催について     （文化課） 

（５）伊藤智也選手「鈴鹿市スポーツ特別栄誉賞」贈呈式について  （スポーツ課） 

（６）市制７０周年記念 特別展「優品でみる鈴鹿の遺跡」の開催について 

        （考古博物館） 

７ その他 

（１）１０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９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，生貝委員にお願いいたします。それでは，議事に入ります前に，委員の皆

様にお諮りいたしたいと存じます。本日の議案第１５３７号｢鈴鹿市教育委員会委員

長の互選について｣ 及び議案第１５３８号「鈴鹿市教育委員会委員長職務代理者の
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指定について」は，人事に関する案件でありますので，地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第１３条第６項ただし書の規定に基づきまして，会議を非公開にし

たいと存じますが，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）御異議ないようですので，議案第１５３７号及び議案第１５３８号の会議を

全会一致で非公開とすることにいたします。それでは，事務局以外の方々の一時退

席をお願いします。 

 

《事務局（次長・参事・教育総務課長・書記）以外の部課長，傍聴人は一時退席》 

 

議案第１５３７号「鈴鹿市教育委員会委員長の互選について」審議・承認 

議案第１５３８号「鈴鹿市教育委員会委員長職務代理者の指定について」審議・承認 

 

《一時退席者再入室》 

 

（委員長）お待たせしました。先ほどの議案第１５３７号「鈴鹿市教育委員会委員長の

互選について」と議案第１５３８号「鈴鹿市教育委員会委員長職務代理者の指定に

ついて」は，承認されました。続きまして，報告事項に移らせていただきます。１

番目の「平成２４年度全国学力・学習状況調査の結果について」をお願いします。 

 

（指導課長）それでは，今年度実施いたしました平成２４年度全国学力・学習状況調査

の結果の概要を報告させていただきます。本調査の目的でございますが，資料の１

番の通り義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から，全国的な児童生徒

の学力や学習状況を把握・分析し，教育施策の成果と課題を検証し，その改善を図

るとともに，その取組を通じて，教育に関する継続的な検証改善サイクルの確立と，

学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善などに役立てることを

目的としています。調査の実施につきましては，資料の２番の通り４月１７日に全

小・中学校で実施しました。なお，実施につきましては，文部科学省の抽出校とな

っている学校以外については，希望利用として参加をさせていただきました。その

参加者人数は小学６年生２,１５４人，中学３年生１,８４９人でございます。調査

の教科は，国語Ａ，国語Ｂ，算数，中学校は数学ですがＡ，Ｂ，理科，児童生徒質

問紙となっています。調査事項及び内容につきましては，資料の３番の通り教科に

関する調査のＡ問題については「身に付けておかなければ後の学年等の学習内容に

影響を及ぼす内容」と「実生活において不可欠であり，常に活用できるようになっ

ていることが望ましい知識・技能など」でございます。Ｂ問題については「知識・

技能等を実生活の様々な場面に活用する力などにかかわる内容」「様々な課題解決
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のための構想を立て，実践し，評価・改善する力などにかかわる内容など」でござ

います。なお，理科については，「知識」に関する問題と「活用」に関する問題を一

体的に問うようになっています。結果の概要でございますが，次のページの表のと

おりとなっています。表につきましては，県と国の平均と比較した表となっていま

して，▲はマイナスとなっています。下にも書いていますが，小・中学校いずれの

教科においても，全国の平均正答率を下回っています。校種別にみますと，小学校

においては，国語Ａ，国語Ｂ，理科の全国との差が，それぞれ－３.６，－６.６，

－５.３が大きく，国語Ｂは，県との差が－３.７となっています。全国平均を上回

る学校は，国語Ａで４校１３％，国語Ｂで１校３％，算数Ａで１４校４７％，算数

Ｂで７校２３％，理科で５校１７％となっています。中学校においては，国語Ｂ，

数学Ｂの全国との差が，それぞれ－４.２，－３.７と大きく，県平均との差はわず

かとなっています。全国平均を上回る学校は，国語Ａで３校３０％，国語Ｂで２校

２０％，数学Ａで３校３０％，数学Ｂで１校１０％，理科で２校２０％となってい

ます。児童生徒質問紙の結果でございますが，文部科学省が示す分類に従い全国平

均と比較してその傾向を見てみますと，基本的生活習慣は小・中学校とも全ての項

目で平均を上回る結果となっています。自尊意識については「自分には良いところ

があると思いますか」という項目では，小学校では高く，中学校では低くなってい

ます。「将来の夢や目標を持っていますか」に対して，小学校では低く，中学校は

ほぼ平均となっています。学習時間等については，学校以外での学習時間が小・中

学校とも低く，学校の授業の復習をするが低くなっています。家庭でのコミュニケ

ーションについては，中学校は高いが，小学校は家の人と学校での出来事について

話をする項目が低くなっています。学校生活については，学校で友達に会うのは楽

しいという項目において，小・中学校とも高い結果となっており，社会に対する興

味・関心については，小学校・中学校ともほぼ平均となっていますが，小学校は地

域の行事の参加が高くなっています。規範意識については，小学校は全ての項目に

おいて高くなっています。中学校については，近所の人に会ったときは挨拶すると

いう項目が低く，それ以外は高くなっています。次に，今後の対応につきましては，

今回の調査結果を分析し，教育委員会の学力向上施策の検証・改善に生かし，児童

生徒の「確かな学力」の向上に向け，学校，家庭，地域及び教育委員会が連携して，

教育活動の充実や生活・学習状況の改善に取り組んでいきたいと考えています。ま

た，学校においては，課題改善に向け，次の４つの視点から改善策を検討していき

たいと考えています。１つ目は，確かな学力を身に付けさせる授業の改善，２つ目

は，組織的に取り組む学校体制の確立，３つ目は，指導力を高める研修の推進，４

つ目は，家庭・地域等との連携の強化でございます。以上で，概要の報告とさせて

いただきます。 

 

（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）以前の体力テストの時もそうでしたが，テスト結果を数字で御報告いただ

いたことは，まず現状をしっかり把握していただいて，管内の小・中学校の児童生

徒の学力を数字として表していただいているものですので，これは，今後，前向き

に取り組んでいただくための資料になるとともに，意気込みの表れであると理解し

ています。そこで，８月１０日の中日新聞に，県の教育委員会が今回の結果を憂慮

して，三重大学の内田学長やＰＴＡ連合会の安藤氏等をお招きし，１０月に学力向

上の推進会議を開くことが出ていましたが，三重県教育委員会の方針と鈴鹿市教育

委員会の方針に関して，県から情報が出されて，それを市が受けるということがあ

るのでしょうか。 

 

（指導課長）全国学力・学習状況調査については，文部科学省も分析等を行い，様々な

資料等が提供されます。例えば授業の改善例についても提示をされています。三重

県教育委員会においても，三重県の傾向として改善策等を出されています。先ほど

御説明しました学校の改善の４点でございますが，三重県教育委員会が２０１０年

に全国学力・学習状況調査を受けて示したものでございまして，市は県や国と連動

して取り組んでまいりたいと考えています。 

 

（伊藤委員）市の教育委員会の関係者が県に行って会議を持つとか，鈴鹿市の小・中学

校の先生にこういう指導をしてほしい等の県からの指導があるのでしょうか。 

 

（指導課長）様々な会議がありますが，教育委員会としては，指導主事が学力調査の結

果を県から伺って，こういう改善策が良いのではないかということを示していただ

いています。また，学校現場についても，今年度，県の事業を受けている実践推進

校がございますが，その学校の担当者は県の研修会に出て行きまして，県の担当者

から直接お話を伺う機会もございます。 

 

（伊藤委員）やみくもに点数だけ上げたら良いということではなく，各学年の基本とな

る最低限マスターするべきことを徹底していただければ，活用というのは次第に上

がっていくのではないかと思います。次回でも結構ですので，各学年において基礎

の知識としてこれだけはマスターするべき，又は先生方にこれだけは教えてあげて

ほしいという目標をもう少し具体的に教えていただきたいと思います。 

 

（委員長）三重県も低かったのですが，それ以上に鈴鹿市が低かったという結果で非常

に残念に思っています。対処しようとする場合，その原因を探らなければならない

と思いますが，どのようなところにその原因があると考えていますか。 

 

（指導課長）この学力調査を受けまして，現在，分析を行っているところでございます。

それぞれの学校におきましても行っていますし，教育委員会においても分析を行っ
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ている途中です。改善策として今後まとまった形で御報告をさせていただきたいと

思っています。 

 

（委員長）調査を見てみると，「復習する時間が低い」とか「夢をもっている人が少ない」

ということが，全国よりも低い結果として出ていますが，それが一つの理由になっ

ているのでしょうか。 

 

（指導課長）分析の途中経過ですので結論ということではありませんが，それぞれの項

目について学力との相関関係を調べています。「夢を持てていない」という項目で小

学生では低くなっていますが，現時点では学力との相関関係は，はっきりと表れて

いないところもあります。よって，学力を上げていくためにはその部分を上げてい

くというところまでは，今のところは考えていません。しかし，学校生活や子ども

の状態として気になる実態ではありますので，教育の課題であると捉えています。 

 

（委員長）例えば人間は夢を持つと，それを実現させるためにこういうことを学ばなけ

ればいけないとか，こういう知識を得た方がいいだろうというといった，直線コー

スで進むというか意欲がわくということがあると思います。そういう面でも子ども

にとっての将来の夢というものは大事なものであると思います。 

 

（指導課長）全くその通りだと思います。キャリア教育の必要性については，文部科学

省や県においても力を入れていることでありますし，今の子ども達にとって社会的

な課題であると考えていますので，付けていかなければいけない力であると考えて

います。 

 

（生貝委員）２ページの全国・県平均を上回る学校数の結果ですが，小学校も中学校も

半分よりやや少ないですが，このようにできる学校もあるわけです。ということは，

できない学校が平均すると相当点数が低く，学校間の差が大きく出ているのではな

いでしょうか。学校の問題や市内の地域的な問題も踏まえて，もう少し踏み込んで

考えなければならない問題なのではないでしょうか。 

 

（指導課長）鈴鹿市の小・中学校の分布は，ほとんどの学校が５ポイント以内の差とな

っています。全国的に見てもこの調査は差が無い調査であると言われていますが，

問題正答率の数字で表しますと資料のようなポイント数になってしまうということ

で，極端な偏りというものは，市内ではないような状況です。各学校においては経

年変化等も見ながら，どういったことが原因として考えられるのかということを分

析していますし，教育委員会でも，いろいろな施策と絡めながら検証していきたい

と考えています。 

 



６ 

 

（生貝委員）国語も算数・数学もＢ問題ができていませんが，これはテストの出し方に

よってこういう傾向が出てしまうものですか。いわゆるアプリケーションの部分で

こうなってしまうということですか。 

 

（指導課長）一言で言うと「書く力が弱い」という傾向があると考えています。 

 

（岡井委員）まずは意見ですが，「遥か」に掲載されていました資料は分かりやすくて非

常に良い資料だと思いました。算数のおつりの問題や理科の溶解度の飽和の問題等

がありましたが，こういった問題への対応は，小手先の対応は良くないかもしれま

せんが，練習効果というのがあると思います。要するに鈴鹿の子ども達がこういう

問題に慣れていないのではないか，十分こういう問題を解く機会が無かったのでは

ないかと思います。そこで，取って付けたような指導はいけないかもしれませんが，

こういう良い資料をもとに，先生が意識しながら，活用面ではこういうことをしな

ければならないのではないでしょうか。場合によっては，今年できなかった問題や

過去の問題を発展的な学習の時間にやっても良いのではないでしょうか。それが積

み重なることによって，類似の問題が出てきても対応できるようになるのではない

かと思います。次にお聞きしたいのですが，三重県教育委員会が学力上位県の福井

県へ指導主事を派遣しました。その結果として，福井県には三重県と違った学力向

上につながる取組があったのかどうかということについて，もし把握していれば教

えてください。次に資料に４つの視点とありますが，これは，何年も前から学校で

一生懸命やっていることだと思いますが，もう一つ突き詰めて具体的に，例えば家

庭学習だけはもう少しさせるとか，研修も何でもかんでもということは難しいので，

こういう研修は必ずしましょうとか，組織体制にしてもそうですが，これとこれは

力を入れてやりましょうということがないとなかなか進まないのではないかと思い

ます。またもう一つは，こういうことについて計画や結果の報告を求めるというの

はいかがでしょうか。 

 

（指導課長）福井県の方へは三重県教育委員会から今年も派遣されていまして，色々な

情報が伝えられているとは思いますが，私どもがお聞きしていることとして，一言

でいえば，「風土が違う」ということです。家庭の風土，教職員の風土，また福井県

は随分昔から県独自で学力テストを行っていまして，そういったところが違うとい

うのが大きな違いだと聞いています。また，家庭的にも三世代同居の家庭も多く，

条件も大きく違うと思っています。もう一点，今後のことですが，市内においても

学力が伸びを示している学校がございます。そうした学校から，どのような取組に

よってそういった効果が得られたのかということを，１０月２日に実践発表してい

ただき，具体的にこんなことに取り組んでいくと学力が伸びているということを，

市内の学校の例からそれぞれの学校に示していただいて，各学校で活用していただ

きたいと考えています。 



７ 

 

 

（伊藤委員）教育研究所が８月に先生向けに講座を開いていただいた中で，文部科学省

の先生がお越しになられていた英語の講座を聴かせていただきました。確か中学校

の英語の先生は３～４人しか見えてなかったと思いますが，その中で講師の直山先

生は，中学校の英語の先生は自分が英語教師になりたいと思ってなったのだから，

週１回でも良いので英語の授業を全部英語で実施するくらいの気持ちを持ってほし

いということを特に強くおっしゃられていました。また，特に小学校の先生は，英

語まで教えるつもりで小学校の先生になったのではないというように，入っていく

時点での先生達の抵抗があったのではないかというような分析をされていましたが，

それについては，かなりしっかりした「Ｈｉ Ｆｒｉｅｎｄｓ！」という資料も作

っておられて，活用の方法等も説明しておられました。要するに，児童生徒の学習

意欲というものはあると思いますが，先生の気持ちの切り替えということも大切な

のではないかと思いました。また，良くあるのは，いろいろな仕事で忙しくて難し

い状況があるのは分かりますが，鈴鹿市独自の仕事の仕分けをするなどして，その

時間を教育に向けていただければいいなという願いがありますので，御検討いただ

ければ幸いです。 

 

（指導課長）全国学力・学習状況調査というのは，文部科学省が示しています学習指導

要領のねらいに沿った問題でございまして，学習指導要領でどういったことを目指

しているのかということを，先生方や児童生徒に伝えていくという側面もございま

す。英語についても，学習指導要領が改訂されたところですので，指導課において

は，その趣旨に沿って教育が増々行われていくように学校現場の先生方にお伝えし

ていきたいと思います。方策についてもいろいろと工夫しながら，教育研究所とも

タイアップしながら「遥か」や研修講座などにおいても，具体的な方策を考えてい

きたいと思います。 

 

（委員長）先ほど福井県は風土や県民性が違うということを言われましたが，三重県の

県民性は，わりとのんびりと，心やさしくというような風土・県民性があります。

これらの良いところを残しつつ，いかにハンドルを切っていくかという，結構大き

な仕事だと思いますので，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，２番目の「平成２４年度鈴鹿市教育研究会研究

委託校園の発表について」をお願いします。 

 

（指導課長）それでは，報告事項の２番目「平成２４年度鈴鹿市教育研究会研究委託校

園の発表について」御説明いたします。本年度の研究発表会につきましては，１１

月２日の深伊沢小学校を皮切りに別表の予定で行うこととなっています。委員の皆

様も，各小・中学校園の取組を，ぜひ御参観いただければと考えていますので，ど

うぞよろしくお願いします。 
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（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）参観させていただくときは，どなたにお声掛けすればいいですか。 

 

（指導課長）各学校から参観の案内が指導課に来ますので，指導課を通じて皆様へ御案

内をいたします。参観についてもこちらで伺って学校へお伝えいたします。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。それではなるべく参加をお願いしたいと思いま

す。それでは，３番目の「第２次鈴鹿市文化振興ビジョン（素案）について」をお

願いします。 

 

（文化課長）第２次文化振興ビジョンについて御説明いたします。このことにつきまし

ては，平成２３年度１２月教育委員会定例会のその他の事項で，作成の目的やビジ

ョンの骨子案，策定作業の日程等を報告させていただきました。策定作業の経過と

しましては，昨年の９月に，１０人で構成されます鈴鹿市文化振興ビジョン策定委

員会の第１回目を開催し，アンケートの項目を審議いただきました。１１月７日に

は，１８歳から８０歳までの市民３,０００人にアンケート調査を行い，１,２４２

人（４１.６％）から回答を得ました。平成２４年度になり，３回の策定委員会を開

催し，第２次鈴鹿市文化振興ビジョンの素案を作成しました。そして１０月１９日

からパブリックコメントを開始する予定です。内容としましては，７ページに策定

の趣旨，そして，ビジョンの位置付けとして，第５次鈴鹿市総合計画との関係を掲

載しました。１０ページには，ビジョンの期間として，平成２５年度から平成３４

年度の１０年間としました。ビジョンの進行管理としましては，行財政経営計画が

およそ３年の期間で見直しがされていることから，ビジョンにおいても，総合計画

との整合性を図りながら，見直しや微調整をしていくことにしました。１１ページ

には，ビジョンにおける文化の範囲を文化芸術振興基本法の第８条から第１４条ま

での範囲としました。１２ページから１８ページまでがアンケート調査の結果です。

文化振興の方向性・重点事項として，伝統文化が受け継がれ，鑑賞事業が充実して

いるまちが，市民が求めているまちであることがわかりました。１９ページには，

アンケートの自由記述欄に寄せられた意見を抜粋しました。２０ページから２４ペ

ージは，第１次文化振興ビジョンの検証でございます。計画事業８３事業の内，一

部実施を含め，７７の事業を実施しました。また，次期計画に向けての方向性とし

て，継続が４５事業，充実が１５事業という検証結果となりました。２５ページに

はビジョンの基本目標として「魅力ある『すずか文化』を創造します！」としまし

た。２６ページから３０ページには，４つの基本方針を掲載しました。１番目の「ひ

らく」には，文化をひらく・発見する・知る・創る・発信する・育てる。２番目は

「たのしむ」では，鑑賞や活動を楽しむ・学ぶ・活かす。３番目は「つなぐ」で，
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守る・いつくしむ・継承する・将来へつなぐとしています。そして，「ひらく」・「た

のしむ」・「つなぐ」を「ささえる」として，市民の文化活動の発展を行政と市民で

支えます。３１ページには，魅力ある「すずか文化」の創造までの流れを図にしま

した。３２ページから３４ページには，３つの重点施策を掲載しました。４つの基

本方針のより具体的な施策として，「文化にふれるまち」「音楽のまち」「子どもが元

気なまち」の実現に向け，様々な施策を実施します。３５ページから３７ページに

は，ビジョン推進に向けて，「市民」「文化団体」「鈴鹿市文化振興事業団」「企業及

び教育機関」「市」「文化施設」の役割を記載しました。３８ページから３９ページ

には，ビジョンの推進に向けた文化資源の活用として，「文化財」「埋蔵文化財」「公

開施設」の活用を記載しました。４０ページには策定委員からの編集後記を掲載し

ます。４１ページ以降は参考資料を掲載しました。以上が，第２次鈴鹿市文化振興

ビジョンの内容でございます。 

 

（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。 

 

（委員長）ビジョンを作りますと，いつも市の財政担当とうまく折り合わずに，活動的

に行われないということを感じています。ぜひ，このビジョンを憲法のように活用

していただき，強く進めてほしいと思います。 

 

（文化課長）私どもも財政に対して強い気持ちを持って予算要求をしてまいりたいと思

います。また，選択と集中ということが言われますので，どうしてもやっていかな

いといけないビジョンに掲載されたことについては，予算を付けていくようにして

いきたいと思います。 

 

（岡井委員）昨年行っていただいた意識調査は大変興味深く拝見させていただきました。

それで１４ページの「Ⅲ-２参加の有無」の円グラフですが，これは鈴鹿市の文化事

業への参加の有無を聞いた結果ですが，「参加したことがある２１％」はグラフの黒

い部分から線を引っ張る必要があると思います。それから，この設問は５４ページ

にあるように「あなたはこれまで市内で開催された文化振興事業に参加したことが

ありますか」というものに対して「参加したことがある」の回答が２１％だと思い

ますが，こんなに少ないのかなと思いました。これは「これまで」の期間の受け止

め方に違いがあるのかなと思いますが，それにしても２１％というのは少ないなと。

もっとお越しいただいているのではないかと思いました。また，この設問の文化振

興事業の中身が，コンサート等いろいろ上に解説が書いてありますので，その範囲

で考えられたのかなと思いまして，少しこの辺の設問の作り方がどうだったのかな

と思います。それと，市民の方が参加・利用・観覧したりする文化振興事業や文化

施設，文化財がありますが，今後，そういうものを積極的に利用・参加・観覧して

いただける時と場所を考えていただけると思いますが，第１次のビジョンとこの第
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２次のビジョンを比べて，市民の参加を促すという観点から今回のビジョンの特徴

として，施策的なものが表れている部分があれば教えてください。 

 

（文化課長）まず，「参加したことがあるの割合」については，１番の設問に「市（鈴鹿

市文化振興事業団含む）が開催する事業」という問い方をしていますので，どのよ

うな事業がこれに含まれるのかということが，市民に皆さんに分かりにくかったの

かなという気がしています。もう一つ，施設や文化財の利用や文化活動に参加して

いただきたいという部分ですが，これについては，３２ページの「文化にふれるま

ち」ということで，講座や催し物を開催して，市民の方に文化施設を利用してもら

いながら参加してもらえればということを考えています。 

 

（委員長）文化行事に参加するというと女性が多いと思います。今後は中高年の方が増

えてくるわけですし，中高年の男性の方の参加が非常に少ないと思いますので，今

後，その部分の掘り起こしを目指してターゲットに上げていただければと思います。

他によろしいでしょうか。それでは，次に移りたいと思います。４番目の「平成２

４年度佐佐木信綱記念館特別展等の開催について」をお願いします。 

 

（文化課長）報告書７５ページを御覧ください。平成２４年度佐佐木信綱記念館特別展

について報告します。１１月６日火曜日から１２月１６日日曜日まで佐佐木信綱記

念館において，「平成２４年度特別展信綱と飯田恒治－『機関士の歌』誕生にみる師

弟の絆－」を開催します。鈴鹿市制施行７０周年の本年は，佐佐木信綱生誕１４０

年にあたる年でもあります。記念すべきこの年に，信綱晩年の門人である飯田恒治

氏より昨年の６月から１年以上にわたり，信綱関係資料を寄贈いただいており，合

計約３７０点にのぼっています。飯田氏は現在８７歳で，昭和２０年から３０年代

にかけて，信綱から作歌指導を受け，歌集『機関士の歌』を刊行されました。信綱

と直接の関わりをもった人々は，年々少なくなってきています。こうした中，晩年

の信綱と親交があり，今なお，信綱を心から敬慕されている飯田氏を通して，信綱

の人柄やその魅力を紹介させていただくことは，生誕１４０年を記念するにふさわ

しいと思い，特別展を開催することにしました。詳細については，７６ページから

７９ページに記載させていただきました。また，８０ページを御覧ください。１１

月１７日土曜日の午後１時３０分から信綱記念館２階ホールにおきまして，講演会

を開催します。「信綱と長谷部家と」題して，阿自賀神社宮司の 楠
くすのき

 皐
たかし

氏から講

演をいただきます。以上でございます。 

 

（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。 

 

（委員長）従来あまり知られていなかった方ですので，かなり努力をされたのではない
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かと思います。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，

５番目の「伊藤智也選手「鈴鹿市スポーツ特別栄誉賞」贈呈式について」をお願い

します。 

 

（スポーツ課長）それでは，私からは報告事項の５番目，伊藤智也選手の「鈴鹿市スポ

ーツ特別栄誉賞の贈呈式」について御説明申し上げます。８４ページを御覧くださ

い。先日開催されましたロンドンパラリンピックの陸上競技におきまして，伊藤智

也選手が，２００ｍ，４００ｍ，８００ｍの３種目で見事に銀メダルを獲得されま

した。その栄誉を称えるため，鈴鹿市スポーツ特別栄誉賞を授与することとなりま

して，本日１２時１５分から，市役所１階市民ロビーにおきまして贈呈式を開催い

たしましたので報告いたします。 

 

（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。 

 

（委員長）御意見もないようですので，６番目の「市制７０周年記念特別展「優品でみ

る鈴鹿の遺跡」の開催について」をお願いします。 

 

（考古博物館長）それでは，私からは報告事項の６番目「市制７０周年記念特別展「優

品でみる鈴鹿の遺跡」の開催」につきまして御説明申し上げます。８６ページを御

覧ください。この特別展は，記念特別展として，普段各地の博物館や個人が所蔵さ

れているため博物館では展示できないものを中心に，市内から出土した考古資料の

優品を一堂に展示し，市民の皆様に紹介するものです。三重県埋蔵文化財センター

蔵の石薬師東古墳群出土の馬形埴輪，これは県指定文化財でございますが，これの

再復元後の初お披露目となるほか，東京国立博物館蔵の石薬師町南町古墳出土の

環頭
かんとう

把頭
つかがしら

は初公開となります。その他につきましては，別添のパンフレットを御覧

いただきたいと思います。以上で，報告とさせていただきます。 

 

（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。 

 

（委員長）普段は見ることができない品物，遺物が展示されますので，興味深い展覧会

ですね。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，追加報告事項

として「鈴鹿市体育協会設立６５周年・市制施行７０周年記念式典と講演会の開催」

をお願いします。 

 

（スポーツ課長）追加の報告ということでよろしくお願いします。この「鈴鹿市体育協

会設立６５周年・市制施行７０周年記念式典と講演会」でございますが，平成２４

年１０月１３日１３時３０分から鈴鹿市民会館におきまして，第一部に体育協会記
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念式典，第二部に記念講演会として，サッカー日本女子代表のなでしこジャパンの

監督の佐々木則夫監督の講演会を開催いたしますので，報告をさせていただきます。 

 

（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。 

 

（委員長）随分人気の出そうな催しですね。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番目の「教育委員会の会議におい

て録画，録音，写真撮影等を許可する場合の取扱いについて」の説明をお願いしま

す。 

 

（教育総務課長）それでは，「教育委員会の会議において録画，録音，写真撮影等を許可

する場合の取扱い」について，御説明申し上げます。その他事項の資料の１ページ

を御覧ください。まず，本取扱いを定める理由について御説明いたします。教育委

員会の傍聴に関するルールを定めた，鈴鹿市教育委員会傍聴人規則の第６条には，

「傍聴人の守るべき事項」を規定しておりまして，その守るべき事項の一つとして，

第６条第５号に「許可なく録画，録音，写真撮影等をしないこと。」と規定してい

ます。この規定によりまして，傍聴人が教育委員会の会議の録画，録音，写真撮影

等を希望する場合には，許可を得る必要がございますが，これまで，録画，録音，

写真撮影等を許可する場合の取扱いについては，特に定めたものがありませんでし

たので，この度，その取扱いを定めようとするものでございます。本取扱いを定め

ることによりまして，資料の「１ 趣旨」にありますように「教育委員会の会議の

円滑な進行」と「教育委員の皆さまの会議における自由かつ活発な議論の確保」に

つなげてまいりたいと考えております。次に，具体的な取扱いについて御説明いた

します。「２ 会議の録画等の許可の申出」でございますが，①には，会議の録画

等の許可を受けようとする方は，会議の開会の１０分前までに，録画，録音，写真

撮影等のうち，いずれの許可を得たいのかを教育総務課へ申し出ることとしており

ます。会議の１０分前までに申し出ることといたしましたのは，鈴鹿市教育委員会

傍聴人規則第２条第１項におきまして，会議の傍聴を申し出る場合の締切時間に合

わせているものでございます。次に②には，会議の録画等の許可の申出は，会議の

開催の都度，行うこととしております。これにより，許可の申出の対象とするのは，

その当日の会議のみとする取扱いでございます。次に，「３ 会議の録画等の許可」

でございますが，まず①としまして，許可の申出があった場合には，申出ごとに，

当日の会議の冒頭に出席委員に諮った上で，その可否を決定することとしておりま

す。可否の決定の基準については，②にありますように，非公開の会議の録画等を

認めないという基準以外には特に定めておりません。その理由としましては，「地

方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１３条第６項の規定により，教育委員

会の会議が原則公開であることからでございます。なお，許可に当たって，例えば

写真撮影の時間制限を設ける等，会議の円滑な進行等の確保のため，条件を設ける
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ことができるよう，①の後段にただし書きを設けております。最後に，③でござい

ますが，これにつきましても，会議の円滑な進行等の確保のため，会議の録音等の

行為は傍聴席において認めることとしているものでございます。以上でございます。

よろしく御協議いただくとともに，協議結果をもちまして本取扱いを運用してまい

りたいと考えておりますので，よろしくお願いいたします。 

 

（委員長）ただいまの説明に御質問，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）よろしいでしょうか。特に無いようですので，２番目の「１０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）１０月教育委員会定例会を１０月１７日水曜日午後１時３０分から開

催いたしたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

（委員長）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，１０月教育委員会定例会を１０月１７日水曜日午

後１時３０分から開催することにいたします。 

 

（委員長）なお，最後になりましたが，生貝委員におかれましては，今月で教育委員の

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終となります。１

期４年間にわたり鈴鹿市教育委員として，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感謝を申し上げ

ます。それでは，生貝委員から一言御挨拶をいただきたいと思います。 

 

（生貝委員）どうもありがとうございます。いろいろ御縁がございまして，４年間務め

させていただきました。今後は，後ろからサポーターとして応援していきたいと思

っています。教育というのは一番大変だなあと思いました。結果というのは付いて

回るものですが，最後には人とかそういったものが一番大事なものだと改めて思い

知らされた気がいたします。ありがとうございました。 

 

（委員長）生貝委員，大変ありがとうございました。今後ますますの御活躍をお祈り申

し上げます。また，私の委員としての任期も今月いっぱいで終わりますので，今後

とも委員としてよろしくお願いしたいと思います。それでは，これをもちまして９

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。 

 



１４ 

 

９月教育委員会定例会終了 午後４時５８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 


