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平成２５年２月教育委員会臨時会会議録 

 

１ 日  時  平成２５年２月２８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  岡井敬治，伊藤久仁子，福嶋礼子，下古谷博司，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），スポーツ課長（藤井康彰），図書館長（大藪宏紀），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 1553号】学校県費負担教職員の人事異動内申について （学校教育課） 

（２）【議案第 1554号】平成２４年度鈴鹿市教育費第４号補正予算案について 

                         （教育総務課・文化課） 

 

６ 報告事項 

（１）平成２４年度小中学校卒業証書授与式への参列及び告辞について  （指導課） 

（２）第６回美し国三重市町対抗駅伝大会の結果について      （スポーツ課） 

 

７ その他 

（１）３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）それでは，平成２５年２月教育委員会臨時会を開きます。本日の会議録署名

委員は，下古谷委員にお願いいたします。それでは，議事に入ります。まず，議案

第１５５３号「学校県費負担教職員の人事異動内申について」でございますが，こ

の議案は，人事に関する案件ですので，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思います。

議案第１５５３号の会議を非公開とすることに，御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 
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（委員長）それでは，御異議がございませんので全会一致で，非公開とすることにいた

します。関係者の皆さんの御退席をお願いします。 

 

≪教育委員長・教育委員・教育長以外は退室≫ 

 

議案第１５５３号「学校県費負担教職員の人事異動内申について」審議・承認 

 

≪関係者再入室≫ 

 

（委員長）お待たせいたしました。先ほどの議案第１５５３号「学校県費負担教職員の

人事異動内申について」は原案のとおり承認されましたことを御報告いたします。

続きまして，議案第１５５４号「平成２４年度鈴鹿市教育費第４号補正予算案につ

いて」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）平成２４年度鈴鹿市教育費第４号補正予算案を３月市議会定例会に提出する

について，鈴鹿市教育委員会教育長事務委任等規則第１条第３号の規定により，こ

の議案を提出します。詳細については，教育総務課長及び文化課長から説明いたし

ます。 

 

（教育総務課長）それでは，議事２番目の議案，第１５５４号平成２４年度鈴鹿市教育

費第４号補正予算案について説明いたします。まず，１番の教育費補正額でござい

ますが，補正前の額は，５７億１，８８４万２千円でございます。また，今回の補

正額は，４億２，８５０万８千円の減額補正をお願いするものでございまして，補

正後の額は，５２億９，０３３万４千円となります。次に，補正額のマイナス４億

２，８５０万８千円の財源内訳でございますが，国県支出金が７，５５９万円の増

額，地方債が１億３４０万円の増額，一般財源が６億７４９万８千円の減額でござ

います。この中で，国県支出金及び地方債が増額となりましたのは，平田野中学校

の校舎及び屋内運動場の移転改築事業におきまして，国の負担金及び補助金が増額

されたことに伴い国県支出金を増額したこと及び，国県支出金の増額に伴って，地

方債が増額したことによるもの，また，国の平成２４年度第１号補正予算において，

小学校及び中学校の理科教育設備整備費等補助金の増額補正を受け，これを活用し

て，本市の理科教育に関する設備・備品等の整備充実をするための財源として，国

からの補助金の増額を国県支出金に計上したこと等によるものでございます。次に，

２番の教育費補正額内訳を御覧ください。私からは，教育委員会事務局所管分の事

業費及び教育費全体の人件費について，説明いたします。まず，教育総務費事務局
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費でございますが，「人件費 その他一般職」８３４万円の減額は，人事異動に伴う

年度間調整等によるものでございます。次に，教育振興費の，「教育情報化推進費」

６９９万円の減額でございますが，これは，小・中学校の学校図書館で使用する図

書の貸出等に使用するパソコン端末の更新について，長期継続契約によるリース契

約のための入札を行った結果，入札差金が生じたこと及び，当初，端末の更新に合

わせて，学校図書館用のインターネット回線を新たに敷設する予定でしたが，導入

する端末をノート型にしたことから，既設のインターネット回線を活用することが

可能となり，新たな回線の敷設が不要になったこと等により，減額するものでござ

います。次に，小学校費学校管理費の「人件費」２３９万１千円の減額でございま

すが，これは，人事異動に伴う年度間調整等によるものでございます。次に，教育

振興費の「教育推進費義務教育教材費」１，５００万円の増額でございますが，こ

れは，国の平成２４年度第１号補正予算において，理科教育設備整備費等補助金が

増額計上されましたので，これを活用して，本市の理科教育に関する設備・備品等

の整備充実を図るためその購入費分として，お願いするものでございます。次に，

学校建設費の「施設整備費 つり天井改修」及びその次の「教育施設防災機能強化

事業費」でございますが，いずれも，工事請負費の請負差金によるものでございま

して，それぞれ，３４７万９千円，１８８万５千円の減額を行うものでございます。

続きまして，中学校費学校管理費の「人件費」７３６万５千円の減額でございます

が，これは，当初，５人分を計上しておりましたところ，人事異動により，１人減

の４人となったこと等により，減額するものでございます。次に，教育振興費の「教

育推進費 義務教育教材費」５００万円の増額でございますが，これは，先ほど小

学校費において説明いたしましたことと同様に，理科教育設備の整備分として，お

願いするものでございます。次に「部活動振興費」２１８万９千円の増額でござい

ますが，これは，今年度，運動部及び文化部の活躍が多岐にわたり，当初予定した

よりも，多くの学校が，県大会以上の出場を果たしましたので，これらの出場に伴

う，旅費，宿泊費，楽器の輸送費等の補助金の増額をお願いするものでございます。

次に，学校建設費の「施設整備費 平田野中学校 校舎」「施設整備費 平田野中学

校 屋内運動場」「施設整備費 教育環境整備 給食関連施設整備」及び「教育施設

防災機能強化事業費」は，いずれも，設計委託料や工事請負費の請負差金によるも

のでございまして，それぞれ，２億９，６０６万９千円，２，９４６万円，６１１

万円，６７万３千円の減額を行うものでございます。なお，平田野中学校の移転改

築事業については，国の補助制度の変更によりまして，平成２４年度から平成２５

年度までの２箇年の事業費の年度間比率が「４対６」から「３対７」に変更された

ことから，本年度分が減額となっております。続きまして，幼稚園費の「人件費」

３１５万９千円の減額でございますが，これは，幼稚園教諭の育児休業の取得等に

伴うものでございます。続きまして，４ページを御覧ください。社会教育費社会教

育総務費の「人件費」３４７万８千円の増額でございますが，これは，人事異動に

伴う年度間調整等によるものでございます。次に，４つ下の図書館費の「人件費」
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２９万３千円の増額でございますが，これは，人事異動に伴う年度間調整等による

ものでございます。次に，保健体育費保健体育総務費の「人件費」２３０万円の減

額でございますが，これは，人事異動に伴う年度間調整等によるものでございます。

次に，学校給食センター費の「人件費」８２２万４千円の減額でございますが，こ

れは，当初１３人分を計上しておりましたところ，人事異動により，１人減の１２

人となったこと等により，減額するものでございます。最後に，「学校給食センター

施設整備費」７，５０２万１千円の減額でございますが，これは，設計委託料や工

事請負費等の請負差金等によるものでございます。続きまして，３番の繰越明許費

でございますが，繰越とは，今年度の歳出予算の一部を来年度以降に繰り越しして，

執行することを言います。繰越明許費とは，理由により，本年度内に支出が終わら

ない見込みがあるものについて，次年度に限り繰り越しして使用できるものを言い

ます。まず，小学校費及び中学校費の「小学校建設事業」７５０万円，及び「中学

校建設事業」２５０万円は，小学校３校及び中学校１校のつり天井改修工事の設計

業務委託に関するものでございますが，平成２４年度中に，国土交通省から新しい

設計基準が公表され，それに基づき設計を行う予定でありましたが，新基準の公表

が遅れており，今年度中に発注不可能な状況になりましたことから，平成２５年度

に設計業務委託を行いたく，繰越をお願いするものでございます。また，小学校費

及び中学校費の「義務教育教材費（理科教育設備整備）」の小学校分１，５１５万円

及び中学校分５１０万円は，今回の補正予算でお願いする理科教育設備の整備を，

平成２５年度に実施できるようお願いするものでございます。なお，当該事業にお

ける補正予算額と繰越額の差額につきましては，各学校の実情に応じて様々な理科

教育用の設備や備品等を購入する際の調整弁として，現計予算のうちから繰越を行

うものでございます。私からの説明は，以上でございます。よろしく，御審議賜り

ますようお願い申し上げます。 

 

（文化課長）続きまして，文化振興部が所管します「平成２４年度鈴鹿市教育費第４号

補正予算案」につきまして説明申し上げます。「２ 教育費補正額内訳」の４ページ

になります。社会教育費社会教育総務費の「放課後子ども教室事業費」７０万２千

円の減額補正でございます。また，歳出の減額に伴い，財源内訳の県補助金を４６

万８千円減額しております。これは，放課後子ども教室の設置教室数の変更に伴う

ものでございまして，本年度新たに一教室の増設に向けて，広報すずかや各公民館

を通じて募集を行ってまいりましたが，教室を運営するボランティアの確保が難し

い等の課題により新規開設が困難となりましたことから，減額をさせていただくも

のでございます。次に，文化財保護費の「史跡伊勢国分寺跡 維持管理費」２９０

万円の減額補正でございます。現在，史跡整備を実施中であります史跡伊勢国分寺

跡について芝部分については薬剤除草を実施し，土部分については機械除草を実施

する予定でした。しかし，事業実施に際し，現地を確認したところ，土部分の雑草

の繁茂が弱く，かつ，まばらであったため，機械除草の委託業務としてなじまない
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ことから，土部分についても薬剤除草としたところ，安価で委託できましたことか

ら，減額をさせていただくものでございます。次に，博物館費の「管理運営費 光

熱水費」６０万円の増額補正でございます。考古博物館の電気代につきまして，昨

年度の実績に基づいて予算の計上を行いましたが，今年度は気候要因のほか夏季に

特別展示室を活用したこと等から春から夏の電気代が昨年の２０％増となりました。

そのため，冬季の暖房を節減するなどの努力を行ってまいりましたが，３月分で不

足が見込まれる状況となりますことから，増額をお願いするものでございます。以

上でございます。よろしくご審議を賜りますよう，お願い申し上げます。 

 

（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。 

 

（福嶋委員）今回，大きくは請負差金の分が減額となっているということですが，これ

は，入札をした結果，額が低かったということですか。 

 

（教育総務課長）そのとおりです。大きなところは，平田野中学校の校舎と屋内運動場

ですが，入札の結果は約９５％ということでした。金額が大きいですので，その分

の差額が一番大きくなっています。また，同じ事業で，２年度間の事業費の割り振

りが，当初，今年度４割，来年度６割という割り振りであったものが，国の補助制

度の関係で，今年度３割，来年度７割というように変更になりましたので，落札金

額の３割しか今年は払えないということになりました。その分の減額もあります。 

 

（福嶋委員）約９５％の落札率ということですので，低入札ということではなく，工事

自体に支障が出るような状態ではないのですね。 

 

（教育総務課長）そのとおりです。 

 

（福嶋委員）国の体制が変わってきたことに伴って，補助金等の制度が変わってきてい

ることがあるのでしょうか。 

 

（教育総務課長）今回，国の補正予算で，理科教育の設備備品の整備費が増額されてき

たということもありますし，反対に，先ほどの説明のとおり，工事については，国

に予算が無かったのかもしれませんが，年度間の割合が変更されたということもあ

ります。 

 

（下古谷委員）理科教育の増額についてですが，小学校では，補正予算額１，５００万

円であるのに対し，繰越は１，５１５万円となっていますが，これは，当初予算の

うちから１５万円を加算して繰越すということなのでしょうか。 
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（学校教育課長）補正予算額１，５００万円に対して，繰越額が１５万円多い理由です

が，各学校が理科教育に関する備品等を購入するときに，その合計額を，ぴったり

１，５００万円に合わせることが困難ですので，調整弁として，現計予算のうちか

ら１５万円を補正予算額に加算して繰越を行うものです。 

 

（下古谷委員）中学校も同様の考え方でよろしいですか。 

 

（学校教育課長）そのとおりです。 

 

（下古谷委員）理科教育教材費を増額する国の方針はとてもありがたいのですが，学習

指導要領に基づいた内容を学習するための理科教材なのか，それとも，基礎基本の

能力をもとにして，創造性を養うような理科教材に使用できるものなのか教えてく

ださい。 

 

（指導課長）購入する備品等は，文部科学省の学習指導要領に則ったものであると認識

しています。 

 

（伊藤委員）博物館費の光熱水費ですが，少しずつ値上げ方向に向かっていますので，

予算の負担割合が少しずつ増加してくることが予想されます。これらを含めた上で

の子どもの体力と言いますか，暑さ寒さに強い子どもの育成につながるように指導

をしていただけたらと思います。 

 

（考古博物館長）私共の管理する費目で御質問いただきましたのでお答えいたします。

私がこの職場に来てからこれまで，光熱水費が不足するということはありませんで

した。今年度についてはなぜなのかということは，検証ができておりませんが，先

ほど，文化課長から説明させていただいたことが全てでございます。ただ，検証済

みではないものの，考古博物館は，平成１０年度の建設で，１５年目を迎えており，

老朽の域に入ってくるものとも感じていますが，昨年１１月に受電設備いわゆるキ

ュービクルといいます設備を，老朽化により交換をいたしました。したがって，恐

らくこのキュービクルの性能劣化により，今年度は特に電気代が上昇したのではな

いかと考えています。考古博物館については，主な利用者は小学生を中心に子ども

さんが多いのですが，一般の大人の方の利用もありますので，いわゆる社会教育施

設ということで，御来館者に御不便をかけることの無いように，快適な環境で御覧

いただくということに努めていますので，御理解いただきますようお願いします。 

 

（委員長）ほか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１５５４号「平成２４年度鈴鹿市教育費第４号補正予算案について」

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。 
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（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１５５４号を原案のとおり承認いたします。 

 

（委員長）続きまして，報告事項に移らせていただきます。１番目の「平成２４年度小

中学校卒業証書授与式への参列及び告辞について」をお願いします。 

 

（指導課長）それでは，私からは，報告事項の１番目「平成２４年度小中学校卒業証書

授与式への参列及び告辞について」につきまして，説明申し上げます。１ページを

ご覧ください。まず，平成２４年度小中学校卒業証書授与式は，中学校は平成２５

年３月１５日，小学校は平成２５年３月１９日となっております。各学校における

告辞出席者については，１ページのとおりとなっております。なお，詳細な時間，

場所等は，後日，各学校の方から出席者に向けて連絡がくることになっております。

次に告辞について報告させていただきます。まず，小学校の告辞を読ませていただ

きます。 

『告辞 卒業生の皆さん，御卒業おめでとうございます。 

   皆さんは，小学校６年間の学びを無事終えられ，今ここに，めでたく卒業証書を

受け取られました。これは，皆さんが周りの方々の愛情に包まれ，勉強や運動など

に励み，努力されてきた結果であります。皆さんをこれまでお育ていただきました，

御家族や先生方もさぞかしお喜びのこととお察し申し上げ，心からお祝いいたしま

す。 

   さて，昨年２月に，電波塔としては６３４メートルという世界一の高さを誇る東

京スカイツリーが完成しました。 

   青みがかった白い色に輝くこの塔は，土台の断面は三角形，上に行くにつれて円

形に変化するという独特のデザインで，見る場所によって形が違うという不思議な

魅力があります。 

   これまでに誰も挑んだことのないこの塔の完成には，のべ５８万人の人たちが関

わっています。何万という数の図面を描いた設計士，鉄骨を設計図どおりに製造し

た作業員，気の遠くなるような高い場所で鉄骨を組み立てたとび職人など，様々な

分野の専門家や職人たちが知恵と情熱を注ぎ，日本の最先端技術を結集させました。 

   その一つとして，スカイツリーの頂上で，ゲイン塔と呼ばれる長さ１４０メート

ル，重さ３，０００トンのアンテナ用の鉄塔をスカイツリーの本体にドッキングさ

せる作業がありました。５００メートルという鈴鹿市役所の７倍もある高い場所で，

精密に設計された巨大なゲイン塔を，わずかの狂いも許されない状況で取り付ける

作業は，決して容易ではありません。何度も話し合い，作業方法を練り上げた結果，

最初のドッキングで生じたずれは３ミリメートルでした。塔の大きさから見れば，

ほんの少しに思われるこのずれをなくすために微調整を繰り返し，最後の１回は０.
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９ミリメートルほど動かして，図面通りにぴたりと合わせることができました。 

   世界に誇る東京スカイツリーは，技術の深い追求，一切の妥協を許さない姿勢，

そして，関わった人たちすべてが，同じ目標に向かって心と力を合わせ，一つ一つ

問題を乗り越え，誕生したのです。 

   今，卒業生の皆さんは，夢のあふれる新しい世界に第一歩を踏み出そうとしてい

ます。新しいことに挑戦する心や，最後までやり遂げる信念を持ち，周りの人たち

と力を合わせて，輝かしい未来を切り拓いていってください。 

   最後になりましたが，今日まで，温かく御指導いただきました，校長先生をはじ

め，諸先生方，そして，数々のご支援をいただきました保護者や関係の方々に深く

感謝申し上げますとともに，卒業生の皆さんが，日々健やかに御成長されることを

心からお祈りしまして，告辞といたします。平成２５年３月１９日 鈴鹿市教育委

員会』 

 次に，中学校の告辞を読ませていただきます。 

『告辞 卒業生の皆さん，御卒業おめでとうございます。 

   皆さんは中学校３か年の課程を無事終えられ，ただ今，栄えある卒業証書を手に

されました。この栄誉は，皆さんが今日まで勉学や心身の鍛練に励まれた賜物であ

り，その喜びもひとしおだと思います。また，皆さんをこれまでお育ていただきま

した御家族や先生方のお喜びも，さぞかしとお察し申し上げ，心からお祝いいたし

ます。 

   さて昨年１０月，京都大学の山中伸弥教授が，ノーベル医学・物理学賞を受賞す

るという明るいニュースが日本に飛び込んできました。山中さん率いる研究チーム

が，体のあらゆる細胞に生まれ変わることができる「ｉＰＳ細胞」を，ヒトの皮膚

から作り出すことに成功，その研究の成果が世界に認められたのです。この「ｉＰ

Ｓ細胞」が実用化されれば，今まで治療が困難とされてきた多くの病気を克服する

ことができ，まさに「世紀の発見」と言われています。 

   このような偉業を成し遂げた山中さんですが，ここに至るまでの道のりは，決し

て平坦ではありませんでした。 

   山中さんは，もともと「医学の力で人の役に立ちたい。」という夢を抱いて，患者

を直接治療する臨床医になることを目指していました。ところが，医療の現場では

手術が苦手で，思うような働きをすることができませんでした。そこで，「臨床医に

なることだけが，自分の夢をかなえる道ではない。病で苦しむ人びとを救う研究を

するのも一つの方法だ。」と思い，研究医の道を選んだのです。 

   しかし，もともと臨床医だった山中さんは，既に今までの学者が研究している方

法ではとても太刀打ちできず，人とは違う発想が求められました。考えに考えぬい

た山中さんは，ある時，今までと全く違った理論を思いつき，実証に向けて，研究

室を立ち上げました。研究室に集まったのは，その分野においては専門外の人たち

ばかりでしたが，山中さんは，その人たちに実験のやり方を丁寧に教えていきまし

た。また，長い期間実験を続けても，予想した結果を得られなかった研究員には，「予
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想通りにならないことも大切な結果だ。」と励ましました。研究員たちは，自分たち

を信頼してくれる山中さんに応えようと，地道な実験を何度も繰り返しました。奇

跡の細胞「ｉＰＳ細胞」は，こんな研究室の中から誕生したのです。「医学の力で人

の役に立ちたい。」という山中さんの夢は，研究の道によって，ようやく花開いたの

です。 

   卒業生の皆さんは，今，大いなる夢を抱き，輝かしい未来に向けて歩み出そうと

しています。しかし，その夢に向かう道は，一つではありません。どうか，夢の実

現に向けて，あらゆる方法を模索し，可能性を信じ，仲間と共に努力し続けること

ができる，そんな人になっていってください。 

   最後になりましたが，今日まで温かく御指導いただきました校長先生をはじめ，

諸先生方，そして，数々の御支援をいただきました保護者や関係の方々に深く感謝

申し上げますとともに，卒業生の皆さんの御健康と御多幸を心からお祈りしまして，

告辞といたします。平成２５年３月１５日 鈴鹿市教育委員会』 

 以上で報告とさせていただきます。 

 

（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。 

 

（教育長）中学校の方で，「ノーベル医学・物理学賞」とありましたが，「ノーベル医学・

生理学賞」であったと思いますので，確認をお願いします。 

 

（委員長）出席者を決める場合の内規のようなものはありますか。 

 

（指導課長）特に内規はありません。役職によっては年度で代わっていただく方ありま

すが，できるだけいろいろな学校へいろいろな方が行っていただけるように考えて

います。 

 

（福嶋委員）いつも時候のことを考えていただき，毎年，本当に良い告示だと思ってい

ますが，この告示は，どのくらいの準備をして，だれが作っていただいているのか

教えてください。 

 

（指導課長）約３カ月をかけて制作しています。題材を選び，どういうメッセージを伝

えていくかを検討し，最後は年明けくらいに，何度も課内会議を持って，皆で推敲

して完成させていきます。 

 

（委員長）小学校の告示ですが，中段に「これまでに」からの段落がありますが，「延べ

５８万人の人たち」というように「人」が重なっていますので，「延べ５８万の人々」

でも良いのではないかと思います。その次に「何万という数の図面を」という部分

は，「何万にものぼる図面」という表現が良いのではないかと思います。次に，３ペ
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ージの最後の段落ですが，「ご支援」という部分だけ漢字の「御」ではなくひらがな

になっていますので，そろえていただくと良いかと思います。次に，「世界に誇る」

から始まる段落は，「技術の深い追及，一切の妥協を許さない姿勢」という部分が，

主語より先に来ているので，「関わった人たちすべてが，同じ目標に向かって心と力

を合わせ，技術の深い追及，一切の妥協を許さない姿勢を持って問題を乗り越えた」

というような表現が良いのではないかと思いました。意見ですので，参考にしてい

ただければと思います。 

 

（伊藤委員）３ページの最後の部分で，「数々のご支援をいただきました保護者や」とい

う部分ですが，告示の始めの部分では「御家族」という言葉を使っている一方で，

ここで「保護者」というのは少しきつい感じがしますがいかがでしょうか。これは，

教育委員会側からの言葉を書いているものですので，参考にしていただけたらと思

います。 

 

（下古谷委員）２ページの一番下から３ページにかけてですが，はじめは３ミリメート

ルのずれだったものが，３ページの２行目に「最後の１回は０．９ミリメートルほ

ど動かして」となっていまして，私は，最後のずれが「０．９ミリメートル」と読

んでしまいました。ですから，この部分を例えば「最初のドッキングで生じたずれ

は３ミリメートルでした。６３４メートルという塔の大きさから見れば，ほんの少

しに思われるずれですが，このずれをなくすために何度か微調整を繰り返し，最後

の１回はゲイン塔を０．９ミリメートルほど動かして，図面通りにぴたりと合わせ

ることができました。」というふうにすれば，少しわかりやすくなるのではないかと

思います。そして，「世界に誇る」の前に「このように」という文言を入れると，つ

ながりも良くなるのではないかと思います。 

 

（委員長）４ページの中学校の告示はいかがでしょうか。 

 

（下古谷委員）最初に「山中教授」とされており，その後は「山中さん」となっていま

すが，「山中さん」を「山中先生」としてはいかがでしょうか。また，細かいところ

で恐縮ですが，５ページの上から６行目「予想した結果を」を「予想した結果が」

にした方が良いかと思います。 

 

（委員長）４ページの上から７行目，「さて」の後に「，」を入れた方が良いと思います。

小学校の告示には「，」が付いていますので。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。細かいところもありましたが，まだ期間もあり

ますので，検討材料にしていただけたらと思います。本当に今日的な話題性の高い

題材を選んでいただきましたので，私たちも，当日は楽しみに読ませていただきた
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いと思います。 

 

（委員長）次に２番目の「第６回美し国三重市町対抗駅伝大会の結果について」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２番目，「第６回美し国三重市町対抗

駅伝」の結果につきまして，御報告申し上げます。６ページをご覧ください。２月

１７日日曜日に開催されました，今年で６回目となる同大会が，三重県庁前をスタ

ートし伊勢市の県営総合競技場をゴールとする４２．１９５キロメートルで開催さ

れ，本市は昨年に続き３位というすばらしい結果でありました。これまでの５回の

大会も優勝２回を含めすべて３位以内でしたが，今年も好成績を残していただきま

した。ちなみに１位が津市，２位が桑名市でございました。駅伝大会終了後に開催

されました，小中学生を対象とした友好レースにおきましても，好成績を残してい

ただきました。成績については９ページ以降に掲載させていただきました。以上で

報告とさせていただきます。 

 

（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。 

 

（福嶋委員）３位入賞おめでとうございました。上位クラスの市町というのはどういう

ところなのですか。上位に変更があるのか。いつも強い市町があるのか。また，そ

の強い理由等についても教えてください。鈴鹿市が強い理由についてもお願いしま

す。 

 

（スポーツ課長）やはり大きな市については，人口も多いため選手層も厚いことから強

い傾向にあり，常に上位を占めることになっています。今回優勝の津市につきまし

ても２回目の優勝です。鈴鹿市も２回優勝しています。今回は津市，桑名市，鈴鹿

市の次にいなべ市が入っていますが，非常に力を入れてきていることとともに，実

業団も強いチームがありますので，そういった関係もあるかと思います。また，町

の方は，最近，菰野町が強くなってきておりまして，ここもやはり実業団の選手が

強いチームです。やはりそういった基礎的な選手層がある市町が強い傾向になって

います。今年は，桑名市が前評判では優勝するのではないかということでしたが，

これは，箱根駅伝を走った選手が帰ってきて出場するということでした。そういっ

た基礎的な選手とともに，強い選手がいるということが上位に入ってきている理由

だと思います。 

 

（福嶋委員）強いところには，核となる選手や先生，団体があるのだと思いますが，鈴

鹿市ではいかがでしょうか。 
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（スポーツ課長）鈴鹿市ではホンダ技研が力を入れておられますので，強い選手がおら

れますし，小中学生についても，陸上競技協会により，毎週のように石垣池公園陸

上競技場で練習会を行って，育成に力を入れていただいている等，陸上の盛んな市

であると思います。そのようなことで，常に上位を狙えるような市であると考えて

います。 

 

（委員長）ほか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。「３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）３月教育委員会定例会を３月１８日月曜日午後２時から開催したいと

思いますが，御予定はいかがでしょうか。 

 

（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，３月教育委員会定例会を３月１８日月曜日午後２

時から開催することといたします。それでは，これをもちまして３月教育委員会臨

時会を終了します。ありがとうございました。 

 

２月教育委員会臨時会終了 午前１１時７分 

 

  以上会議の顛末を録し，ここに署名する。 

 

           委員長 岡井 敬治 

 

           委 員 下古谷 博司 

 


