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平成２５年７月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２５年７月１６日（火） 午後２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（古川滋），教育次長（藏城郁夫），参事（小河謙一），参事兼教育総務

課長（冨田佳宏），学校教育課長（森本雅夫），指導課長（鈴木英文），青少年課長（木

村元彦），人権教育課長（篠原政也），教育研究所長（髙藤富子），参事兼文化課長（神

悦子），生涯学習課長（白塚山隆彦），スポーツ課副参事（今村隆之），考古博物館長

（兼丸まり子），学校教育課保健給食グループ副主幹（小島義弘），書記（片岡健二），

書記（岡憲利） 

 

５ 議 事 

（１）【議案第１５６９号】鈴鹿市教育委員会私学振興費補助金交付要綱の一部改正に

ついて                         （教育総務課） 

 

 

６ 報告事項 

（１）鈴鹿市第二学校給食センターの民間委託について      （学校教育課） 

（２）鈴鹿市文化財調査会委員の委嘱について             (文化課) 

（３）市民学習活性化事業「すずか市民アカデミー『まなベル』」について 

      (生涯学習課) 

（４）第７６回国民体育大会の会場地第一次選定について     （スポーツ課） 

（５）企画展「小さきものたち―にんぎょうのれきし―」について （考古博物館） 

（６）夏休み子ども体験博物館について             （考古博物館） 

 

７ その他 

（１）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 なし 

 

（委員長）それでは，平成２５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，福嶋委員にお願いいたします。それでは，議事に入ります。１番目の議案
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第１５６９号｢鈴鹿市教育委員会私学振興費補助金交付要綱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）鈴鹿市教育委員会私学振興費補助金交付要綱の一部を改正するについて，

鈴鹿市教育委員会教育長事務委任等規則第１条第２号の規定により，この議案を提

出します。詳細は教育総務課長から説明いたします。 

 

（教育総務課長）それでは，議事である，鈴鹿市教育委員会私学振興費補助金交付要綱

の一部改正について説明いたします。この要綱は，去る平成２５年４月２６日開催

の教育委員会定例会で御承認いただき，平成２５年５月１０日付けにて公表・施行

いたしました。その後，条文中に誤りが判明しましたので，平成２５年度補助事業

を行うにあたり，速やかに誤りを訂正する必要があるため，一部改正の手続きをお

願いするものでございます。誤りの具体的な内容は，「条文中第８条が欠落してい

る」というものでございまして，第７条の次に本来であれば第８条があるべきです

が，第７条の次が第９条となっていたという誤りでございます。これは，本要綱の

推敲作業中に不要な条文を削除した際に，条の繰り上げを誤ったことにより生じた

ものでございます。よって，この一部改正議案につきましては，３ページの新旧対

照表にありますとおり，第９条を第８条に繰り上げ，第１０条を第９条に繰り上げ

るものでございます。なお，第８条の欠落については，本来規定すべき必要な内容

が欠落しているものではありませんので，この一部改正により，当初，この要綱に

定めた手続等に変更はありません。今後，このようなことがないように，十分に内

容を確認してまいります。説明は以上でございます。 

 

（委員長）ただいまの議案に御質問，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）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１５６９号｢鈴鹿市教育委員会私学振興費補助金交付要綱の一部改正につ

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１５６９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「鈴鹿市第二学校給

食センターの民間委託について」をお願いします。 
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（学校教育課長）それでは，私からは報告事項の１番目「鈴鹿市第二学校給食センター

調理業務委託」について，説明申し上げます。資料を御覧ください。「１ 学校給食

の民間委託」でございます。学校給食は，学校給食法に基づいて，教育活動の一環

として実施しております。本市における学校給食の民間委託は，市が献立の作成，

食材の購入，調理の指示，調理完成品の検査，給食指導を直接行い，学校給食調理

業務等における大量調理の実績を持ち，十分な調理技術，安全衛生管理等のノウハ

ウを有する，信頼できる事業者に業務委託することにより，食の安心・安全を保持

し，食育の充実を図るためのものでございます。次に，「２ 民間委託の内容」につ

いて説明申し上げます。民間委託する業務の具体的な内容としましては，お手元の

模式図を御覧ください。学校という枠で囲んである左に並んでいる７つの部分が，

民間委託業務の内容でございます。まず食材の検収でございます。市が審査・選定

して購入した食材を，発注書に基づいて点検・確認する作業です。次に調理作業で

す。市が作成した献立表により指示された調理の作業です。３番目に配缶です。市

が出来栄えや味付け等を検査した調理物を学校別・学級別に分ける作業です。４番

目は配送です。市が指示したルート・方法により専用車で第二学校給食センターか

ら学校まで届ける作業です。５番目に回収です。生徒たちが食べた後，各学校から，

使用済みの食器等を回収してセンターに戻す作業です。６番目に洗浄・消毒・保管

です。食器・食缶を洗浄し，消毒して保管する作業です。最後に清掃です。第二給

食センター調理場内の清掃を行う作業です。以上が民間委託する業務の具体的な内

容でございます。「３ 民間委託の利点」について説明申し上げます。まず，専門技

術等の活用による業務の合理化があげられます。民間事業者が持つ専門知識，経営

能力，技術力等を活用し，大量調理に必要な業務を効率的に進めることにより，資

源の集約が見込まれます。２点目として，食育の推進があげられます。第二給食セ

ンターの栄養教諭の業務のうち，直接調理に係る業務が軽減されることにより，学

校における食育推進等，教育活動が充実できます。３点目に事務の効率化があげら

れます。人事管理，労働安全衛生，福利厚生等に係る事務処理の軽減が見込まれま

す。４点目は運営経費の節減があげられます。既存の給食センターの運用費，食数

規模による見積数値等を参考に仮試算したところ，年間約３,０００万円の経費節減

が見込まれる状況でございます。次に，「４ 業者の選定」でございます。業者の選

定にあたりましては，選定委員会を組織し，学校給食に取り組む企業理念，調理業

務の受託実績，衛生管理体制，調理従事者の運営体制，受託コスト等について，プ

レゼンテーションとヒアリングを行い，総合的な評価審査（プロポーザル方式）を

実施し，最も優れた業者を選定いたします。なお，契約期間につきましては，債務

負担行為により３～５年の長期契約を予定しております。次に，「５ 行政責任の確

保」でございます。学校給食全般について，実施主体である鈴鹿市が責任を持ち，

次の内容の事務を行うことといたします。まず，衛生管理，適正な業務及び危機管

理体制の確保でございます。第二給食センターの衛生管理については，市が責任を
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持って行います。次に，適正な業務の確保です。市は委託業者に対し，学校給食衛

生管理基準等を遵守させ，適正な業務が行われるよう指導いたします。市が作成し

た献立表に基づき，市が提供する食材を使用し調理させる形となります。調理方法

等については，あらかじめ業者と十分な打合せを行ってまいります。３点目に危機

管理体制の構築です。アレルギー対応等，危急の事態にも対応できるよう，危機管

理体制を構築いたします。最後に，「６ 留意事項」についてでございます。まず，

労働関係法令の遵守が求められます。本市が予定している業務委託は請負契約によ

る業務委託であり，労働者派遣には該当しないものですが，契約及び運用にあたっ

ては，業務内容を精査し，コンプライアンスの理念に沿った運用に心がけてまいり

ます。２点目に，市側の調理指導でございます。中学校給食を円滑に進めるために，

次のような方法で実施いたします。①市は，委託業者の業務責任者に，市が作成し

た「献立表等」により調理手順，使用する食材，衛生管理等について，綿密に打合

せを行います。②委託業者の業務責任者は，打合せ確認後の内容に従って，調理従

事者を監督し調理業務等を行います。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。 

 

（福嶋委員）運営経費が年間約３,０００万円の節減が見込まれるということですが，こ

れはどういう試算ですか。 

 

（学校教育課長）市が直営で業務を行った場合，現在の学校給食センターの調理員数で

食数を案分して計算すると，第二学校給食センターで必要となる職員数が３６名で，

その他の諸経費を入れると１億８,０００万円の経費が掛かると想定されます。それ

に対し，民間委託では，近隣の委託を行っている市町の状況を参考にすると，１億

５,０００万円掛かると算定され，約３,０００万円の節減になると考えられます。 

 

（福嶋委員）すると，その多くは人件費の部分でということですね。 

 

（学校教育課長）はい。人件費，それから保健衛生費，消耗品費，配送の委託料，リフ

ト要員の配置等の配膳の委託料を含めて計算した結果です。 

 

（福嶋委員）分かりました。もう一つ，３ページの流れの中で，市が担当する部分と，

委託部分，それぞれ何人くらいの規模で業務を行っていくことになるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）上の４つの，市の担当する部分については，実際には給食センターの

栄養教諭，教育委員会の保健給食グループの職員が担当しておりますので，何人と

決まっているわけではありません。 
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（福嶋委員）大体のイメージとしてはどうですか。 

 

（学校教育課保健給食グループ副主幹）まず，上の４つ献立の作成から調理物の検査ま

でについて，給食センターには所長として事務職員が１名配置され，現在の配置基

準のままであれば，栄養教諭が３名の計４名と，学校教育課の保健給食グループの

事務職員と管理栄養士が関わっていく予定です。 

 

（福嶋委員）まだ決まっていないと思いますが，委託先の人数の規模はどうなる予定で

すか。どれくらいの人数が必要なのでしょうか。 

 

（学校教育課保健給食グループ副主幹）直営の場合の職員の配置基準に基づくと３６名

になります。委託を行った場合は，実際は総合評価方式といって，候補となる業者

から提案をいただいて審査していくことになりますが，他市の状況を参考にします

と，３６名より若干増えるのではないかと予測しています。 

 

（福嶋委員）そうすると配送に関わる人数はまた別になるのですか。 

 

（学校教育課保健給食グループ副主幹）そのとおりです。 

 

（下古谷委員）外部委託する業者は，三重県内とか鈴鹿市内とかの制限を設けるのでし

ょうか。 

 

（学校教育課長）その点については現在検討中で，具体的なところは決まっていないの

ですが，例えば市内業者でこのような業務を担当できるところがあるかというと，

なかなか数は少ないのではないかと思います。 

 

（下古谷委員）そうすると，例えば経験豊富な業者というとある程度決まってくると思

いますが，大体の目途が立っているのでしょうか。 

 

（学校教育課長）近隣の市町で実績のある業者が数社ありますが，応募できる範囲をど

こまでにするかによって変わってくると思います。 

 

（伊藤委員）３ページで，配送された給食を校長が検食するというのは毎日行っている

のですか。 

 

（学校教育課長）はい。現在の小学校給食では毎日校長が検食しております。 

 

（伊藤委員）パンや牛乳でなくて，おかずの部分を配膳の前に食べるのですか。 
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（学校教育課長）全部です。 

 

（伊藤委員）パンや牛乳も校長先生は先に食べるということですか。給食時間にはまた

食べるということだったら，とりあえず検食する分だけ少し食べるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）校長の分の給食を先に食べることになります。中学校でも牛乳を先に

検食することになっています。 

 

（伊藤委員）全ての学校で校長が先に検食してから，子どもたちが食べるのですね。初

めて知りました。 

 

（学校教育課長）食物アレルギー対応の除去食も含めて，前もって検食しています。 

 

（伊藤委員）これまでに検食で異常が見つかったことはありますか。 

 

（学校教育課長）聞いたことはありません。 

 

（伊藤委員）夏休み等長期の休みで施設が稼働しない時期があると思いますが，委託と

いうのは年間でいくらという形で委託するのですか。 

 

（学校教育課長）その辺りも民間委託した場合のメリットとなってまいります。直営で

すと給食がない時期も費用が掛かりますが，民間委託するとその部分は経費が掛か

らないということになります。 

 

（学校教育課保健給食グループ副主幹）補足ですが，民間委託の場合は，長期休業中に

は給食センターの清掃や点検，従業員の研修等を行いますが，委託業者においては，

機動的な配置が可能であり，例えば長期休業中は給食センター以外の事業所へ従業

員を配置するといったこともできます。そういう面からも人件費の削減の効果が出

ているのではないかと考えています。 

 

（下古谷委員）行政の責任の確保という所で，２ページの６の留意事項を見ていきます

と，（２）の①で，市は，委託業者の業務責任者に調理手順等について綿密な打ち合

わせをし，②で委託先の業務責任者が調理業務等を行うとなっていますが，最終的

に市の方で，こちらの要求したようにできているかというのをチェックする体制と

いうのは考えていませんか。 

 

（学校教育課長）調理現場で横に立ってあれこれ指示をするということはありませんが，
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できあがった物については検食を行いますし，作業も近くで見て行くことになるの

で，そうした形で責任を担保していきたいと考えています。 

 

（福嶋委員）先ほどの下古谷委員の質問とも関連してくるのですが，プロポーザル方式

というと，県では，地元の業者を育てるために，地元業者に加点をするといったこ

とをしています。また，地産地消を進める観点からも，そういう点での強弱をつけ

た総合評価をするというような方針はあるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）プロポーザルに関する検討はこれから開始しますので，現在はまだ白

紙状態です。地産地消については，学校給食全体として期待されるところでもあり

ますので，現在のところはそういう話は出ていませんが，そういったことも検討し

ていく可能性はあります。 

 

（福嶋委員）もちろん金額面も大事なのですが，子どもたちによりおいしく安全な給食

を提供するという観点で選んでいただければと思います。 

 

（委員長）中学校給食については平成２７年の４月から開始ということで，あまり時間

もないと思うのですが，業者の募集から始まって，プレゼン，ヒアリングから決定

する大体の日程はどうなっていますか。 

 

（参事）今年度末には第１回目の選定委員会を開きたいと考えています。 

 

（委員長）１ページの３に民間委託した場合の利点とありますが，反対に，懸念される

ようなこともあると思います。それはやはり，衛生管理，適正な業務の確保となる

と思いますが，いかがでしょうか。 

 

（学校教育課長）おっしゃるとおりです。そういったことについては事前に危機管理体

制を慎重に構築する，また，業者への指導について適切に行うことを通して，責任

を担保したいと考えています。 

 

（伊藤委員）一括した管理体制の中で調理していただくと思うのですが，市内の中学校

に一斉に配送されるときに，今年のような暑い夏ですと，品質が保たれるか心配で

すが，到着時間等も考慮して給食センターを出発されるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）２時間以内喫食という決まりがありますので，その時間を守るという

ことと，各学校においては，空調設備のある保管庫で配送された給食を保管すると

いうことで品質の保持を考えています。 
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（福嶋委員）中学校で給食を導入するにあたって，ワゴンを上げるためにエレベータを

設置しなければならないことが，予算的にもネックになっていると伺ったことがあ

りますが，それはどのようなスケジュールで解決していくのでしょうか。 

 

（教育総務課長）受け入れ側の学校については，今年と来年の２か年で，専用のエレベ

ータを設置する工事を予定しています。ただし，白子中学校のように校舎が何棟か

に分かれている学校ですと，全部エレベータで運べるというわけにはいかないと思

います。時間短縮のため，できる限りエレベータを付けていきますが，もともと中

学校は学校給食に対応できるようには作られていませんので，どうしても対応が難

しい部分は出てきます。 

 

（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，２番目の

「鈴鹿市文化財調査会委員の委嘱について」をお願いします。 

 

（文化課長）それでは，報告事項の２番目「鈴鹿市文化財調査会委員の委嘱」につきま

して，説明申し上げます。４ページを御覧ください。鈴鹿市文化財保護条例第４条

の規定に基づき，本市の文化財調査研究ならびに文化財保護活用等に関する意見具

申をいただく１１名の委員について，平成２５年７月１日から平成２７年６月３０

日までの期間，委嘱しましたので御報告いたします。なお，詳細につきましては，

委員名簿を御確認ください。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。 

 

（福嶋委員）文化財調査会というのは定期的に開かれているのでしょうか。それとも，

案件があるときに行われているのですか。 

 

（文化課長）定例的に年２回開催しています。今年度は１回目を７月２２日に開催し，

もう１回を２月か３月を目途に開催する予定です。 

 

（福嶋委員）鈴鹿市の文化財は数十件あると思いますが，毎年，新しい文化財の掘り起

こしや補修に対する議論等，そういったことを活発に行っていただいていると思い

ますがいかがでしょうか。 

 

（文化課長）文化財については，国，県，市合わせて９４件ございます。新しい文化財

の掘り起こしについては，色々な方からの御意見も頂戴しているところですが，委

員の方々に現場を見ていただいたり研究していただいたりした中で，調査会の方で

御議論の上，決めていただくという形ですが，基準としてはなかなか厳しいもので

あると聞いております。今のところ，７月２２日に開催する調査会の議題にも新規
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の案件は上がっていません。 

 

（福嶋委員）新規というと予算の問題も生じてきますので，なかなか大変だと思います

が，現在指定されているものについても折にふれて点検のような作業をしていただ

ければありがたいと思います。 

 

（委員長）将来指定されるであろうリストのようなものはあるのではないですか。 

 

（文化課長）指定の要望は寄せられるのですが，総合的に条件をクリアしないといけな

いということで，現在の様子だけでなく，過去の流れ等で指定が難しいことがあり，

今のところ新規の案件が入るということは聞いていません。 

 

（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

「市民学習活性化事業『すずか市民アカデミーまなベル』について」をお願いしま

す。 

 

（生涯学習課長）それでは，私からは報告事項の３番目「市民学習活性化事業「すずか

市民アカデミー『まなベル』」につきまして，報告申し上げます。６ページを御覧く

ださい。すずか市民アカデミー，通称『まなベル』は，本年度からの新規事業とし

て計画をさせていただいております。参考までに，このネーミングの由来は，「まな

び」と「ベル（鈴鹿）」をかけあわせた合成語であります。さて，この『まなベル』

の趣旨・目的でございますが，大きく２つございます。１つは，この『まなベル』

を通じて，生涯学習の一環で，市民の皆さんが，「学びの楽しさ」を実感され，「さ

らに詳しく知りたい」といった専門的分野への学習需要を支援するものです。もう

１つは，これは将来的なことになると思うのですが，この『まなベル』を受講され

た皆さんが，生涯学習や地域づくりの担い手となるような「人材育成」としてのき

っかけとするものでございます。次に，お世話いただく教育機関でございますが，

御覧の市内４つの高等教育機関で「鈴鹿医療科学大学」，「鈴鹿工業高等専門学校」，

「鈴鹿国際大学」そして「鈴鹿短期大学」でございます。これは，本市に４つの高

等教育機関が存在するといった他の市にはない「強み」を活かし，「学官連携」の一

環でも，御協力をいただくものでございます。次に，この『まなベル』の事業概要

でございます。『まなベル』の一番の特徴としては，毎年のテーマに沿って，各教育

機関が持っている特徴をいかし，専門性のある教育内容を分かりやすく楽しい講座

として提供させていただくというものでございます。７ページに移りますが，本年

度のテーマですが，「発見！郷土すずか」といったテーマを設定しました。今回は「す

ずか」といった切り口で，各教育機関の独自性を活かした講座内容をシリーズで予

定いたしております。具体的に紹介しますと，鈴鹿医療科学大学では「長寿の秘訣

鈴鹿の食材」と「漢方薬と鈴鹿の薬草」，鈴鹿工業高等専門学校では「鈴鹿高専ロボ
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コン「エンペラー」と「工学技術による伊勢型紙」，鈴鹿国際大学では「鈴鹿と世界

遺産」，そして鈴鹿短期大学では「鈴鹿再発見の愉しみ（文化都市への展望）」とい

った，地元鈴鹿にちなんだ計６回の講座を予定しております。これらの講座を通じ，

受講生の皆さんが，様々な面から「すずか」というものを再認識いただくと共に，

ひいては，それが，地域活性化の一助となってもらえれば，幸いであると考えてい

ます。なお，実施に当たり，受講生の皆さんは，４つの教育機関のキャンパスを巡

り訪れ，計６回の講座をそれぞれの現地の講義室で受講することになり，ちょっと

した「キャンパスライフ」を体験できるといったこともございます。このように，

今回，私共，生涯学習課が取り組む『まなベル』については，市民の皆さんへの「専

門的分野に対する継続的な学習支援」といった，新たなる部門の第一歩として拓い

てまいりたいと考えております。教育委員の皆さまにおかれましても，今後様々な

観点から御指導いただければ幸いです。なお，受講資格，応募定員等，詳細は御覧

のとおりとなっております。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。 

 

（福嶋委員）斬新で良いアイデアだと思います。事業委託費は１講座あたり１０万円と

いうことですが，これはどういう内容でしょうか。 

 

（生涯学習課長）１０万円の内訳ですが，基本的には会場使用料や消耗品，講師の謝礼

というような内容でして，何にいくらというのは各高等教育機関の判断に任せます

が，特に鈴鹿工業高等専門学校では実験の材料費も含まれると聞いています。 

 

（福嶋委員）特に収支報告等は求めないということですね。 

 

（生涯学習課長）今回は，補助ではなく，委託という形になりますので，概要について

はお示しいただきますが，支出の細かい明細全てを見せていただくわけではござい

ません。ただし，その成果を報告していただくということで，成果報告書のような

ものを出していただくことになると考えています。 

 

（福嶋委員）文化振興事業団が行っている講座の予算に比べると，こちらの方が，少し

予算が多いようですので，充実したものになれば良いなと思います。 

 

（委員長）１講座の時間はどれくらいですか。 

 

（生涯学習課長）詳細については現在各機関と調整させていただいているところで，概

ね９０分を目途に考えています。 
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（委員長）大学の授業の１コマとだいたい同じということですね。 

 

（下古谷委員）このように役に立つ講座をやっていただくというのは私も大賛成です。

まだ始まっていないですが，今後も長く続けていく予定でしょうか。 

 

（生涯学習課長）なにしろ初めてのことです。これまで生涯学習課がこのようにシリー

ズで専門的分野について講座を開くという経験がありませんので，新しい分野の開

拓ということで予算の関係もありますが，長く続けて行きたいと思います。このよ

うに，市民の皆さんが更に知りたい専門的分野を掘り起こしていくことも，生涯学

習課の仕事の一つであると考えていますので，力を入れて進めて行きたいと思いま

す。 

 

（伊藤委員）開催は，平日の夕方とか土日になるのでしょうか。 

 

（生涯学習課長）その点は，今一番頭を悩ませているところでして，講師の先生の御都

合もございますし，どういう方が参加されるかということもありますが，土日に限

らず平日も選択肢には入れて行きたいと思います。夜間については極力避けて，日

中のうちに計画していきたいと考えています。 

 

（伊藤委員）市の文化講座等もそうですが，平日ですと参加される方が限られるという

ことがあると思います。せっかく市内の高等教育機関に御協力いただけるというこ

とで，リフレッシュにもいいなと思うのですが，結局，曜日がネックになってくる

と思います。平日に授業の合間で空いている教室を使っていただくのが良いのでし

ょうが，そうすると現役で働いている人はなかなか参加できないと思います。十分

協議していただいて，なんとか良い方向に行くようによろしくお願いします。 

 

（生涯学習課長）曜日のことも，いろいろなことを総合的に勘案させていただいて，検

討していきたいと考えています。 

 

（委員長）７ページの「８ テーマ」ですが，鈴鹿医療科学大と鈴鹿工業高等専門学校

の内容は想像できますが，鈴鹿国際大学の「鈴鹿と世界遺産」や鈴鹿短期大学の「鈴

鹿・再発見の愉しみ（文化都市への展望）」というのは，内容を具体的に教えてもら

えないでしょうか。 

 

（生涯学習課長）鈴鹿国際大学には観光学科がございます。そのような中で，鈴鹿で世

界遺産になりうるポテンシャルのあるものにはどのようなものがあるのかという内

容の講義をいただきます。鈴鹿短期大学については，講師の方が，長年の経歴の中

で，途中から鈴鹿に移り住んで来られた方ですので，鈴鹿での生活を顧みながら，
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他所から見た鈴鹿の面白さや展望を話していただくということです。どちらも詳細

はこれから詰めて行くことになります。 

 

（福嶋委員）全講座を受講可能ということですが，なかなか全６回を受講するのは難し

いことだと思います。全部受けられた方には皆勤賞のような目標を作られてはいか

がでしょうか。そういった色々なアイデアを入れていただけたらと思います。 

 

（生涯学習課長）４回以上の受講で修了証書をお渡ししますが，単発的に参加される方

にも工夫して門戸を広げて行きたいと思います。 

 

（下古谷委員）鈴鹿国際大学と鈴鹿短期大学は，キャンパスは同じですか。 

 

（生涯学習課長）同じ敷地内です。 

 

（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「第

７６回国民体育大会の会場地第一次選定について」をお願いします。 

 

（スポーツ課副参事）それでは，私からは平成３３年に三重県で開催が予定されており

ます「第７６回国民体育大会」の会場地第一次選定につきまして報告申し上げます。

はじめに資料の訂正をさせていただきたいと思います。８ページ及び９ページの一

番上のタイトルの後ろに「（案）」と付いておりますが，この報告内容は決定事項で

ございますので，「（案）」を削除していただきたいと思います。失礼いたしました。

それでは，報告させていただきます。８ページを御覧ください。去る５月２９日水

曜日に津市で開催されました「第７６回国民体育大会三重県準備委員会第２回常任

委員会」において，会場地市町の第一次選定が決定され，鈴鹿市におきましては，

ソフトテニスの開催が内定いたしました。開催予定施設は，三重県営鈴鹿スポーツ

ガーデン庭球場で，砂入り人工芝のコート１７面と，ハードコート４面の，合わせ

て２１面のコートを備えており，国体開催基準に適合しております。その他の競技

では，津市におきまして，バレーボール，バスケットボール，レスリング，柔道，

なぎなた，ボウリングの６種目が内定しております。また，伊勢市におきましては，

陸上競技が内定しており，開催予定施設の三重県営総合競技場陸上競技場が総合開

会式の会場となる予定でございます。残る競技につきましては，現在，第二次選定

に向けて，市町，三重県及び競技団体の三者で協議が進められており，条件の整っ

た種目から順次候補地が内定する予定でございます。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。 

 

（教育長）聞いたところによると，開催市になると，運営費はほとんど市で負担すると
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聞いたのですが，本当ですか。岐阜県では県が助成するというような制度を作って

助成しているようですが。やはり基本的には市が負担することになるのでしょうか。 

 

（スポーツ課副参事）先催県の状況を聞いてみますと，１競技につき約１億円掛かるう

ちの大体３分の２が市，残り３分の１が国，県からの補助というような話を聞いて

いますが，８年後の話ですので，まだはっきりとは分からないのですが，現状では

そう聞いています。 

 

（福嶋委員）３分の２の費用を負担することになるということですが，鈴鹿市ではソフ

トテニス以外の他にも誘致しようと考えているのですか。 

 

（スポーツ課副参事）最終的には，一番多い場合には８種目，ソフトテニス，サッカー，

ハンドボール，水泳，軟式野球，ゴルフ，馬術，ラグビーが，鈴鹿市で決まること

になる可能性があります。おそらく水泳は，県営スポーツガーデンがありますので，

鈴鹿になるのではないかと予想しています。今年度中には二次選定を経て決定され

るということです。８種目くらいになるのではないかと予想されます。 

 

（福嶋委員）市としては，たくさんの競技を誘致できた方が良いのでしょうか。 

 

（スポーツ課副参事）予算面だけでいえば少ない方が市の持ち出しは少なくなりますが，

国体というのが，競技をする場ということだけではなく，まちづくりやシティセー

ルスの情報発信の場としても利用するようになってきています。また，ソフトテニ

スになりますと全国から延べ数万人の観客の方がいらっしゃる種目ですので，そう

いう意味からも，活用できる機会ではないかと思います。 

 

（福嶋委員）積極的に考えていくと，良い機会になるのではないかと思います。 

 

（下古谷委員）他県の事例で，どれくらいの経済効果があるかのデータはありますか。 

 

（スポーツ課副参事）経済効果を試算した市町はないようですが，施設整備を行うこと

によって，市民サービスの向上につながると思います。 

 

（伊藤委員）開会式や閉会式は，どこか別の会場でされるのですか。 

 

（スポーツ課副参事）伊勢市の県営陸上競技場が，総合開会式，閉会式の会場となりま

す。種目ごとの開始式や表彰式は各会場市町で行います。 

 

（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，５番目の
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「企画展『小さきものたち－にんぎょうのれきし－』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５番目と６番目の鈴鹿市考古博物館に

おいて開催します『企画展』と『夏休み子ども体験博物館』について合わせて報告

させていただきたいと思いますがよろしいですか。 

 

（委員長）お願いします。 

 

（考古博物館長）ではまず，企画展でございますが，７月１３日土曜日から９月１日日

曜日までの期間，「小さきものたち－にんぎょうのれきし－」と題しまして，夏休み

の子どもたち向けに，土偶や人形土製品，ひとがた等約１９０点を展示し，人形の

歴史について紹介いたします。縄文時代の土偶や弥生時代以降の，祭祀で使われた

土製品や木製品，雛人形のもとになったといわれ，人々に代わって災いを受けたり，

罪を祓ったという人形や，戦争があった昭和の時代において，友好と親善のために

海を渡ってきた「青い目の人形」等，古代から現代まで人々の傍らで，それぞれの

時代の人々と人形との関わりを紹介いたします。関連の講演会といたしましては，

７月１５日月曜日午後２時から斎宮歴史博物館学芸員の船越重信さんを講師に招き

「古代の祭りとひとがた」という演題で講演会を開催いたしました。また，今回，

この企画展にあわせまして，下古谷委員に御尽力をいただき，鈴鹿工業高等専門学

校が，第２５回全国工業高等専門学校ロボットコンテストに出場し，見事ベスト４

に輝きました，出場ロボット「エンペラー」をお借りして展示できることになりま

した。貴重なロボットを間近に見ることができ，さらに，８月１１日日曜日には，

午前１１時からと午後３時からの２回，人数の制限はありますものの，実際にロボ

ット操作ができるという子どもたちにとって貴重な体験ができる，お楽しみの催し

も計画しております。また，そのほか，企画展にあわせた関連企画といたしまして，

『人形大使 ミス三重』の紙芝居も７月２３日火曜日から８月３１日土曜日までの

期間中，午前１１時３０分からと午後３時３０分からの１日２回の上演を考古博物

館サポート会等の御協力を得ながら行う予定をしております。この紙芝居を通じて，

子どもたちが，改めて平和の大切さについて考える機会になれば良いと思っていま

す。次に，「夏休み子ども体験博物館」につきまして，説明させていただきます。   

１３ページを御覧ください。これは，毎年，夏休みの恒例行事でございまして，内

容につきましては，多少の変更はありますものの，小中学生を対象としまして，夏

休みの期間中，いろいろな体験講座を開催しております。７月２３日火曜日から８

月３１日土曜日まで休館日を除き，毎日開催するものでございます。勾玉づくりや

土笛づくり，火起こしの体験につきましては，期間中，毎日行っており，毎年，好

評をいただいておりますが，今年度は，昨年実施しました利用者アンケートで，特

別講座を増設してほしいとの希望が多かったことを受け，昨年度の５講座から１２

講座へと大幅に講座の増設を図りました。染料植物での染物のほか，古墳の模型作
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り，磐城山遺跡の発掘体験等多彩な催しを行い，子どもたちにとって，夏休みの楽

しい思い出づくりに，あるいは自由研究に利用していただきたいと思っております。

なお，この『夏休み子ども体験博物館』につきましては，７月２０日号の広報すず

かに掲載するほか，市内の全小学校へチラシを配布し，子どもや保護者の方に周知

をさせていただいております。なお，参考までに，夏休み期間中の来館者数につき

ましては，毎年約２,５００人の方にお越しいただいており，年間来館者数の約３割

を占めている状況でございます。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。 

 

（福嶋委員）どこの美術館や博物館も夏休みの子ども向けの講座には知恵を絞っている

と思いますが，今回，これまであまりスポットの当たらなかった「ちいさきものた

ち」を取り上げていただいて，あまりお金をかけずに知恵を絞っていただいたのだ

なと思いました。先日，私も考古博物館に伺いましたが，学芸員さんたちが夏休み

に向けて色々と考え，奔走していらっしゃるのを目の当たりにし，皆さんの頑張ろ

うという気持ちが伝わってきましたし，楽しい催し物になると思います。 

 

（下古谷委員）１０ページのところで，右上の写真には木製人形，左の写真には人形木

製品とありますが，違いがあるのでしょうか。 

 

（考古博物館長）申し訳ありませんが，専門的な部分は，今は分かりかねます。 

 

（福嶋委員）呼び方は各博物館によって多少違う所があり，図録に書いてある名前が同

じでも，表現が違う場合があるので，そういうことなのかなと想像します。 

 

（委員長）また調べてきていただいたらと思います。 

 

（下古谷委員）体験講座を５講座から１２講座に増やされるということ，また夏休みの

間に２,５００名の方が来館されているということですが，例えば，体験講座の（１）

縄文時代の布を作ろうは，定員が５名と少ないですが，これで対応できるのでしょ

うか。 

 

（考古博物館長）時間の関係もありますので，人数制限はさせていただいていますが，

夏休みですのでたくさんの子どもさんが来館されます。人数が多い場合は，公開抽

選ということにさせていただいています。 

 

（福嶋委員）考古博物館にはボランティアの方も入っていただいていると聞きますが，

何人くらいみえるのでしょうか。 
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（考古博物館長）考古博物館のサポート会というのがあり，以前，考古博物館で館長を

していた方が中心になっていただいています。会員は２７名おみえになるのですが，

小学生が団体で勾玉講座に参加する場合等は，このサポート会の方にお声を掛けて，

２，３名都合が付く方に来ていただいています。夏休み中も，サポート会の方や，

初任者研修や１０年目研修の研修生として受け入れている教員の方等にも手伝って

いただきながら進めて行きたいと考えています。 

 

（伊藤委員）鈴鹿高専のロボット，エンペラーを持ってきていただくということですが，

学生さん等にもお手伝いいただけるのですか。 

 

（考古博物館長）下古谷委員に仲立ちをしていただき，貴重なロボットをお借りするこ

とができました。学生さんも８月１１日に操作するときには来ていただきます。 

 

（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，その他の事項

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）８月教育委員会定例会を８月６日火曜日午後２時から開催いたしたい

と考えており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,８月教育委員会定例会を８月６日火曜日午後２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 午後３時６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 福嶋 礼子 


