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平成２５年１１月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２５年１１月１１日（月） 午後２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  伊藤久仁子，下古谷博司，福嶋礼子，岡井敬治，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），参事兼スポーツ課長（藤井康彰），文化課副参

事兼文化財グループリーダー（宮崎哲郎），書記（片岡健二），書記（岡憲利） 

 

５ 議 事 

（1）【議案第 1592号】平成２５年度鈴鹿市教育費第３号補正予算案について 

（教育総務課） 

（2）【議案第 1593号】工事請負契約について（鈴鹿市第二学校給食センター建築工事） 

（教育総務課） 

（3）【議案第 1594号】工事請負契約について（鈴鹿市第二学校給食センター電気設備工

事）                             （教育総務課） 

（4）【議案第 1595号】工事請負契約について（鈴鹿市第二学校給食センター機械設備工

事）                             （教育総務課） 

（5）【議案第 1596号】財産の取得について（鈴鹿市第二学校給食センター厨房機器（固

定品））                           （教育総務課） 

（6）【議案第 1597号】鈴鹿市適応指導教室設置条例の制定について   （教育研究所） 

 

６ 報告事項 

（1）専決処分（損害賠償の額の決定及び和解）の報告について     (教育総務課） 

（2）市立中学校教諭の規律違反事案について            （学校教育課）  

（3）鈴鹿市立幼稚園再編整備計画第１期計画について        （学校教育課） 

（4）平成２６年成人式について                  （生涯学習課） 

（5）第１６回鈴鹿シティマラソンの開催について          （スポーツ課） 

 

７ その他 

（1）指定文化財の区分及び基準等について             （文化課） 
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（2) １２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 ５名 

 

（委員長）それでは，平成２５年１１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，岡井委員にお願いします。それでは議事に入ります。議案第１５９２号

「平成２５年度鈴鹿市教育費第３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２５年度鈴鹿市教育費第３号補正予算案を１２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。なお，詳細については，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１番目の議案第１５９２号「平成２５年度鈴鹿市教育

費第３号補正予算案について」説明いたします。議案書の２ページを御覧ください。

まず，１番の教育費補正額でございますが，補正前の額は，７２億５,１８１万６千

円でございます。今回の補正額は，１,４６７万６千円の増額補正をお願いするもの

でございまして，補正後の額は，７２億６,６４９万２千円となります。次に，補正

額１,４６７万６千円の財源内訳でございますが，その他が２５万６千円の増額，一

般財源が１,４４２万円の増額でございます。次に，２番の教育費補正額内訳につい

て，説明いたします。まず，教育総務費事務局費の「訴訟費」２０万８千円でござ

いますが，これは，損害賠償請求訴訟に係る弁護委託料であり，着手金，報酬金及

び諸経費でございます。本件訴訟は，原告である市立中学校生徒の母親が当該生徒

の非行行為に対する同市立中学校教諭の指導により精神的苦痛を与えられたとして，

服務監督者である市を相手取って損害賠償請求を提起したものですが，８月１３日

に原告の敗訴が確定しております。次に，「事務費」２５万６千円でございますが，

これは，本年７月１３日に千代崎中学校において校庭内の樹木が強風で倒れ，同中

学校の校庭に隣接する東玉垣町の天王町自治会集会所の屋根及び外壁等の一部を損

傷させたことに伴う損害賠償を行うためのものでございます。本件については，後

ほどの報告事項で詳しく説明申し上げますが，専決処分により当該自治会との示談

が成立しており，既に，集会所建物の現状復旧をいたしております。なお，この損

害賠償に係る財源は，全国市長会の学校災害損害賠償保険から全額が補填されるこ

ととなっており，補正額の財源内訳のその他に計上の２５万６千円がこれに当たる

ものでございます。次に，教育振興費の「事務費」４５０万円でございますが，こ

れは，国の「子ども子育て支援新制度」への移行に向けて，幼稚園就園奨励費補助

事業の認定審査や給付事務等の電算システム化を図るための経費をお願いするもの

でございます。本事業費を補正予算でお願いいたしますのは，保健福祉部子育て支
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援課が保育所や児童手当等の子育て支援業務に関する各種のシステム改修について，

国が「子ども子育て支援新制度」への移行へ向けて，今年度限りとして創設した補

助制度を活用して実施するのに合わせて，将来的に，本市の就学前の子どもの支援

に関するシステムの連携が図られるよう，並行してシステム改修を行いたいからで

ございます。なお，教育委員会が行う幼稚園就園奨励費補助事業のシステム改修に

対しては，補助制度は適用されません。現在，幼稚園就園奨励費補助事業について

は，年間約１,３００件の対象者に対して，半ば，手作業で給付事務を行っておりま

すが，業務の効率化の観点からも，電算システム化を図りたいと考えております。

次に，小学校費学校管理費の「給食調理室運営費／需用費」２６１万２千円でござ

いますが，これは，学校給食への異物の混入が相次いで発生したことから，その対

策として，今後，異物の混入により，児童に給食が提供できない事態になった場合

の非常用代替食を備蓄するための経費をお願いするものでございます。具体的には，

異物混入があった場合で，副食いわゆる「おかず」でございますが，これが提供で

きないとき等に，備蓄しておいた非常用代替食を児童に提供するというものでござ

います。学校給食法上からは，食材費は児童の保護者負担として，給食費で賄って

おりますが，調理を行う市や納入業者，さらには配膳を行う学校側の過失等により

給食提供ができない場合に備えた非常用代替食の備蓄経費について，給食費を支払

う保護者から求めることは理解が得にくいと考えております。また，児童にその日

の給食の副食を提供せずに，午後からの授業を行うということも難しいと考えます。

さらには，給食に異物が混入した場合，原因者を特定することは非常に難しく，そ

の食材費の負担を他の者に求めることは困難な場合がほとんどでございますので，

これらの状況を総合的に勘案して，公費負担で非常用代替食を備蓄し，万一に備え

たいというものでございます。備蓄する代替食は，学校給食センター及び単独校調

理室で，現在，調理をしている食数をもとに，レトルトカレー１万３,６００食分及

びアレルギー対応が可能な副食８０食分の合計約１万４,０００食分を予定してお

り，備蓄期間が，いずれも５年程度のものを選定する予定でございます。なお，非

常用代替食があるから大丈夫だということではなく，給食の提供に際しては，異物

の混入がないよう，万全の注意を払ってまいります。次に，中学校費学校管理費の

「施設管理費／維持修繕費」７１０万円でございますが，これは，大木中学校にお

いて，校舎南棟の屋根の防水機能が低下し，特に，本年の相次ぐ台風の接近により，

校舎２階の廊下や教室の天井から激しい雨漏りが生じており，授業に支障をきたし

ていることから，屋根全面の防水改修工事を行おうとするものでございます。当該

校舎は，昭和３７年建築で築５０年を経過しており，これまでに，部分的に防水修

繕を行ってきておりますが，全面的な防水改修は行っておりません。よって，今回

の補正予算では，防水機能の早急な回復を行うため，授業に支障をきたすことなく

施工が可能な屋根全面の防水改修を先行して行いたいと考えております。また，室

内の壁や天井等の漏水による汚損箇所の修繕は，授業の関係上，夏休み期間にしか

対応ができないことから，平成２６年度予算で実施したいと考えております。次に，
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「３繰越明許費」の「中学校維持修繕事業」７１０万円でございますが，これは，

ただ今説明いたしました，大木中学校の屋根防水改修工事に関する繰越明許費でご

ざいます。当該工事については，可能な限り早期の対応を行ってまいりたいと考え

ておりますが，現在のところ，年度内での工期確保が困難であり，平成２６年４月

までかかると予想されますことから，繰越をお願いするものでございます。以上で

ございます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 

 

（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。 

 

（福嶋委員）毎年のこの時期の補正予算額と比べると，今年はどういう変化があるので

すか。 

 

（教育総務課長）いずれも今回の１２月補正は，どちらかというと突発的のものばかり

でございます。９月補正でもプールの改修等をお願いしましたが，今回の１２月補

正もどちらかといえば突発的なものと，幼稚園就園奨励費のように，国の制度が新

しくできて，今しか手をあげられない，今年度しか対応できないというようなもの

について，補正を上げさせていただいたものです。 

 

（下古谷委員）異物混入の代替食として１万４,０００食のカレーを備蓄すると言われて

いましたが，１種類だけの備蓄ですので，子ども達は何かあった時にはカレーばか

り出てくると思わないでしょうか。 

 

（学校教育課長）滅多にある事案ではございませんし，子ども達は，カレーは親しみあ

るメニューでございますので，それについて抵抗はないと思います。 

 

（福嶋委員）カレーの場合は，アレルギーはあまり関係ないでしょうか。 

 

（学校教育課長）アレルギーの成分についても確認しておりまして，小麦は該当します

ので，カレーが食べられない子どもには，違うものを準備させていただきます。 

 

（下古谷委員）今年は例外かもしれませんが，９月に何回か異物混入がありました。そ

れで，こだわるわけではないですが，カレー以外に同じようなものでハヤシライス

等，何種類か違うものがあった方が，子ども達は喜ぶのではないかと親の立場から

思いましたので，何か考えていただければと思います。 

 

（委員長）９月に異物混入があったので，そういったときには代替食で賄うということ

はよくわかりました。前回は，ひじきにナイロン製の何かが入っていたということ

等で，体に支障を来たすものではなかったのですが，給食を食べているときに異物
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が混入していることがわかったとき，だれが判断して給食を差し止める等のルール

を決めてあるのですか。 

 

（学校教育課長）マニュアルがあります。調理後の給食にそういうものが入っていた場

合には，その現場で判断していただいて決めることになります。 

 

（委員長）調理中に何かわかったときには，それを全て止めて，カレー等の代替食に即

時に切り替えていただくと理解して良いですか。 

 

（学校教育課長）調理中に食材に何かあったとしても，それを使わずに調理することも

可能ですので，ケースバイケースで対応してまいります。 

 

（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１５９２号「平成２５年度鈴鹿市教育費第３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。 

 

（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１５９２号を原案のとおり承認いたします。

続きまして議案第１５９３号から議案第１５９５号までの「工事請負契約について」

及び議案第１５９６号「財産の取得について」は，鈴鹿市第二学校給食センターの

建設工事に関する議案でございますので，一括してお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市第二学校給食センター建設についての工事請負契約の締結及び財産の

取得にあたり，１２月市議会定例会に提出するため，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，この議案を提出いたします。なお，詳細に

ついては，教育総務課長から説明いたします。 

 

（教育総務課長）議事２番目から５番目までの鈴鹿市第二学校給食センターの建設工事

に関する３件の工事請負及び１件の財産の取得について，まとめて説明いたします。

鈴鹿市第二学校給食センター施設整備事業につきましては，平成２４年１２月定例

会において，基本設計の概要を報告させていただいきました。また，本年２月の定

例会において，センター用地の取得について御承認をいただいたところです。今年

度は，８月に実施設計を完了して敷地の造成工事や調整池築造工事などの土木工事

を実施しているところでございます。また，受入側の中学校につきましても，４校

の施設改修工事に着手しています。それでは，資料４ページを御覧ください。第二
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学校給食センターの位置図です。所在地は，稲生四丁目５３５０番１。敷地面積は，

８,７９５．６０平方メートルです。当該地は，商業施設Ｆ１マートの東側にあたり，

新しくできました都市計画道路市道稲生３９０号線に隣接し，また，約４００ｍ南

には幹線道路である市道加佐登鼓ヶ浦線，いわゆるサーキット道路が走り，給食の

配送に適した場所でございます。資料５ページは，配置図です。敷地の南側に歩車

道を分離した幅員１０ｍの道路を築造しまして，この道路に出入り口を２箇所設け

ています。食材搬入車，配送・回収車の車両出入口は，西側に設けています。食材

は，建物の南側から搬入し，給食の配送・回収は建物の北側から行います。また，

通勤車両，来場者などの一般車両の出入口は，東側に設けています。搬出入の車両

と明確に区分し，機能的にも安全面にも配慮した配置計画となっています。歩行者

用エントランスは，最もアクセスしやすい東側に配置し，スロープも設置すること

でバリアフリーに配慮しています。駐車場を東側に配置し，建物を道路境界からセ

ットバックさせることで，施設からの発生音や臭気の影響を軽減して地域の環境確

保を行なっています。６ページは，１階平面図でございます。市の事務室を南東の

角に配置し，施設来訪者のチェックや食材搬入車のチェックなどが行いやすい配置

となっています。また，調理員の出入り口を別に東面に設け，一般来訪者が，調理

員と接触する可能性のある給食エリアに誤って立ち入ることが無いように，玄関や

通路等を明確に区分しています。給食調理の流れは，南から北へのワンウェイとす

る計画となっています。７ページは，２階平面図でございます。東南角には，衛生

管理や調理のための講習会を始め，献立会議や献立の試作などが行える会議室を配

置しています。また，調理員の休憩室，更衣室，食堂を２階に計画しています。さ

らに，２階に見学スペースを設け，下処理から調理，洗浄まで，給食調理の一連の

流れを見学できる計画としています。このエリアは，壁で区画されており，１階と

同様に調理員と一般来訪者のエリアを区分しています。８ページは，各方向からの

立面図，９ページは，自転車駐輪場の姿図，１０ページは，ポンプ機械室の姿図で

すが，説明は省略させていただきます。以上が，第二学校給食センターの建設工事

の概要でございますが，このたび議案にあげさせていただきましたのは，この工事

の請負契約と機器の購入契約でございます。通常の契約は，「鈴鹿市教育委員会教育

長事務委任等規則」の規定により教育長に委任されておりますが，議会の議決が必

要な案件については，教育委員会の御承認が必要となります。予定価格１億５千万

円以上の工事請負契約と予定価格２千万円以上の機器の購入契約については，議会

の議決に付すべき契約として条例で定められておりますので，資料３ページ，１１

ページ，１２ページ，１３ページの４件の契約について上程させていただきました。

３ページ議案第１５９３号は建築工事です。予定価格（税抜き）は５億６,３３３万

４千円，落札金額は（税抜き）は５億５,９９０万円，契約金額は落札金額に消費税

を加えまして，記載のとおり６億４６９万２千円となります。なお，消費税につき

ましては，当該工期の満了が来年４月以降となることから，国からの通達に基づき，

８％となっております。他の３件の契約も同じでございます。契約業者名は，「大野・
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杉之内第二学校給食センター特定建設工事共同企業体」です。特定建設工事共同企

業体というのは，大規模で技術難度の高い工事の施工に際して，技術力等を結集す

ることにより，工事の安定的施工を確保する場合などに用いられる手法で，工事ご

とに結成される共同企業体のことを言います。新聞などでは略してＪＶと呼ばれて

います。続いて１１ページ議案第１５９４号は電気設備工事です。電気設備とは，

電灯や変電圧，配電線路や火災報知などの設備が該当します。予定価格（税抜き）

は１億９,２７５万８千円，落札金額は（税抜き）は１億８,６３０万円，契約金額

は落札金額に消費税を加えまして，記載のとおり２億１２０万４千円となります。

契約業者名は近畿電設工業株式会社です。次の１２ページ議案第１５９５号は，機

械設備工事です。機械設備とは，換気や空調，給排水や浄化槽，ガスなどの設備が

該当します。予定価格（税抜き）は３億７,８９５万４千円，落札金額は（税抜き）

は３億３,４００万円，契約金額は落札金額に消費税を加えまして，記載のとおり３

億６,０７２万円となります。契約業者名は，株式会社朝日工業社三重営業所です。

この入札は，最低制限価格を下回っておりましたので，契約の内容に適合した履行

が確保できるか調査が行なわれた結果，可能と判断され，１１月７日に落札が決定

いたしました。よって同議案は，当日配布になりましたので御了承ください。１３

ページ議案第１５９６号は固定の厨房機器の購入です。固定の厨房機器とは，洗浄

機やシンク，冷蔵庫やオーブンなど厨房機器の中核をなす備品で，同一製造業者で

仕様を合わせる必要があるものが該当したします。資料の１４ページから２１ペー

ジまでが機器の明細でして，「Ａ検収室などの受入施設」で２２器，「Ｂ野菜の下処

理室」で４２器など，１２区分で合計２８５器を予定いたしております。配置場所

は，図面が細かくて申し訳ありませんが，２２ページと２３ページのとおりでござ

います。予定価格（税抜き）は２億８,５０３万７千円，落札金額は（税抜き）は２

億８,４００万円，契約金額は落札金額に消費税を加えまして，ここに記載のとおり

３億６７２万円となります。契約業者名は，タニコー株式会社三重営業所です。以

上３件の工事は，１０月１６日に入札が，１件の機器購入は，１０月１５日に見積

が行なわれ，それぞれの業者が決定いたしました。現在は，仮契約の状態にあり，

本日の教育委員会の御承認を得たのち，市議会１２月定例会に上程し，議決を得た

のちに本契約を締結して工事着工等の予定でございます。工期又は納期は，いずれ

も平成２７年１月１５日まででございます。以上，たいへん長くなりましたが，教

育総務課からの説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上

げます。 

 

（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。 

 

（福嶋委員）今回の４件について，入札に参加した業者の数を教えてください。また，

低入札になった物件について，なぜ低入札になったのか理由を教えてください。 
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（教育総務課長）件数から申し上げます。建築工事は３件の入札数です。それから電気

設備工事が４件。機械設備工事も４件。厨房機器は１社です。低入札についてです

が，機械設備工事につきましては，最低制限価格を下回る低入札でありました。予

定価格が１億円以上の工事につきましては，低入札調査基準価格というものが設定

されます。これは最低制限価格と同額です。低入札調査基準価格を下回った場合に

おきましても，契約の内容に適合した履行が確保できると認められた場合は，落札

が決定されるという制度となっています。これは，「鈴鹿市最低制限価格の設定及び

低入札価格調査基準に関する要綱」に基づく制度でございます。今回の場合は，低

入札調査基準価格が９０％に設定されていて，落札率は８８.１％で若干下回ったの

ですが，これでも施工が可能と判断されまして認められた訳でございます。 

 

（福嶋委員）低入札でも施工が可能という理由があると思うのですが。 

 

（教育総務課長）工事執行部会の結論でございますが，この案件につきましては，材料

については，長年にわたる取引上の実績があることから安価にて調達ができる。労

務費については，設計金額の９９.５％であり，施工については，現場管理費及び一

般管理費について企業努力により復元可能になったものと認める。また，提出資料

及び聞き取りにより，品質面・安全面でも特に問題なく施工できる。というような

判断をしたということです。 

 

（福嶋委員）今回の件は，鈴鹿市内の業者であったということは喜ばしいことと思って

おりますが，今回参加された業者というのは，結構市内の方が多かったのですか。 

 

（教育総務課長）まず，建築工事につきましては，これは２社とも市内業者でございま

す。機械につきましては，過去の事例では応札が少なく競争原理が働かなかったと

いうことで県内業者になっております。市内業者では技術的に非常に困難なことや

競争性を考慮して県内業者を対象にしたということでございます。それと電気につ

いては，市内１社で可能な業者が多いことから共同企業体ＪＶを組むこともなく，

市内業者を対象として入札が行われました。 

 

（岡井委員）３つお聞きします。１つは６ページの平面図ですが，市事務室は南側の入

り口にあり，運営事業者の事務室は東の中ほどに設置されています。これは近くに

ある方が市と委託運営業者との連携がとりやすいと思いますが，距離をとる意図を

お尋ねします。２つ目は，例えば２１ページの洗浄室には，箸や食器を洗う機器が

２０種類ありますが，その他のものについてもそうですが，万が一故障したときの

ために，予備的なものを置いてあるのかということです。これがなくては洗浄でき

ないとか処理ができなというようなものについては，万が一，何かあっても対応で

きるようになっているのかということです。３つ目ですが，２３ページに休憩室が
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あります。右下に男子と女子の休憩室があり，女子の方が２.５倍くらい広いスペー

スになっています。女子の方が多いと思いますが，見込みとして男子何人程度，女

子何人程度を想定しているのかを教えてください。 

 

（教育総務課長）市の事務所と運営管理者の事務所が離れている理由ですが，先ほど説

明の中でもありましたとおり，衛生管理の面で，調理に携わる人とそうでない人と

の動線を分けたというのが一つと，もう一つは市の事務所は建物の角に配置し，来

場者が確認できるようにしたということでこちらへ配置しました。また，洗浄室や

和え物室等のレイアウトの関係でこういうふうに考えました。次に，機械の余分が

あるかという御質問ですが，センターの能力は７,０００食の能力でございます。実

際に現在の生徒数，教職員数からいいますと，約６,５００食でございますので，施

設的には５００食分の余裕があります。また，今回機器を納入する業者については，

東海３県に営業所や事務所がある業者でございますので，不具合の際には素早く駆

けつけていただけるということですので，業者選定の際にも，その辺りは配慮をし

ております。それから男子休憩室，女子休憩室につきましては，これは他の給食セ

ンターの事例も見ながら，この程度の男女差であろうという考えでの間仕切りにな

っております。 

 

（下古谷委員）電気設備のことで教えてください。私の記憶では，以前，給食センター

の屋根の上にはソーラーパネルが設置されると聞きましたが，今回の設備の中には

組み込まれていないということですか。 

 

（教育総務課長）太陽光パネルについては予定しておりますが，この工事の中には含ま

れておりません。来年度，単独で工事をする予定ですので，設置できるように構造

的には配慮してございます。現在，来年度予算を要求していますので，認められれ

ば，単独の工事で施工する予定でございます。 

 

（下古谷委員）基本的にソーラーパネルを設置するということは，電磁調理器がメイン

になってくるのでしょうか。ガス設備は一点ぐらいしか掲載されていないように思

いましたので。 

 

（教育総務課長）電気もございますしガスもございます。検討の中で，電気だけ，ガス

だけということは非効率だということですので，ミックスした形で，電気機器，ガ

ス機器，そして，ガス機器の中に入りますが蒸気器具というものを３つ組み合わせ

て，ピーク時に電気の使用量が上がらないような設計になっております。 

 

（福嶋委員）今回，厨房機器はタニコーさんになっていますが，前回話題にあがってい

た異物混入のあった給食センターの機器もタニコーさんが担当されていると聞きま



１０ 

 

したが，市内ではタニコーさんが多いのですか。 

 

（教育総務課長）岡田の給食センターもタニコーさんでした。こういう学校給食センタ

ーの厨房メーカーというのは数が少ないようで，タニコーさんとか，中西製作所さ

ん，日本調理器さん等の大手は数社しかないようです。そこが一連の流れで製作さ

れてみえるということで，あまり数としては多くありません。また，今回は，当方

の設計の段階でタニコーさんに決まりましたが，この時にも提案があった厨房メー

カーとしては２社でございました。その中のタニコーさんが選ばれたという形にな

ります。 

 

（福嶋委員）異物混入がこういところからあったのではないということですが，よろし

くお願いしたいと思います。 

 

（委員長）様々な契約について議案として出していただいて，これでほぼ出揃ったと考

えて良いのでしょうか。それともまだ，他に契約する事案が何点かあるのでしょう

か。 

 

（教育総務課長）大きな建物は，今回提案させていただいていますが，実は，まだ土木

工事が出てきます。これ以降も，土木の舗装工事等があります。造成は施工中です

が，これも契約して取り掛かったところですので，変更等が出てくる可能性があり

ます。箱物は，概ね決まったと考えていただいて良いと思います。 

 

（委員長）その箱物については，総事業費というか，今まででどの位になっているので

すか。 

 

（教育総務課長）建築工事で約１２億円，厨房機器が３億円ですので，約１５億円です。 

 

（委員長）消費税の８％というのは，当初の予算より多くなったと考えられるのですか。 

 

（教育総務課長）幸い予算の中で収まりましたが，正直この３％は金額的に大きいです。

全体の金額が大きいので税も非常に大きくなります。正直，予算の中で収まるのか

と思いました。入札額は予算の中に入れていただきましたが，これに税が掛かりま

すので，工事が３月末で終われば５％で良かったものが，４月をまたぐと８％にし

なさいという国からの通達もありましたので，最初から８％にせざるを得ない状況

でした。 

 

（委員長）契約の前倒しというのは無理なのですね。 
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（教育総務課長）どうしても３月までに終わることはできません。１２月に議会を通し

ていただいて，次の年の１月までかかりますので，どうしても高い率で支払わなけ

ればならないことになります。 

 

（下古谷委員）図面で教えていただきたいのですが，６ページの平面図の中で検収室デ

ザートと書いてある左側に扉がありますが，こちらは西側ですよね。８ページの西

側を見ると真ん中より左にある四角い扉がこれですよね。これは人の背丈の半分程

度の扉でしょうか。 

 

（参 事）機器の搬入用の扉ですので，高さは２ｍぐらいあると思います。 

 

（下古谷委員）これで２ｍあるのですか。 

 

（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一括して

お諮りします。議案第１５９３号「工事請負契約について（鈴鹿市第二学校給食セ

ンター建築工事）」，議案第１５９４号「工事請負契約について（鈴鹿市第二学校給

食センター電気設備工事）」，議案第１５９５号「工事請負契約について（鈴鹿市第

二学校給食センター機械設備工事）」，議案第１５９６号「財産の取得について（鈴

鹿市第二学校給食センター厨房機器（固定品）」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１５９３号から議案第１５９６号までを原

案のとおり承認いたします。続きまして議案第１５９７号「鈴鹿市適応指導教室設

置条例の制定について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市適応指導教室設置条例を１２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。なお，詳細については，教育研究所長から説明いたします。 

 

（教育研究所長）それでは，私からは議案第１５９７号「鈴鹿市適応指導教室設置条例

の制定について」説明申し上げます。２４ページを御覧ください。適応指導教室は，

不登校の児童・生徒に対し，学校生活への適応のための指導・助言等を行い，学校

生活への復帰を支援するため，学習や生活に関する指導・助言や学校生活への復帰

を促す活動等を行うための機関でございます。これまで，本市の適応指導教室は，
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鈴鹿市立教育研究所の所管として，市役所西館に設置している「けやき教室」及び

高塚町地内に設置している「さつき教室」の２教室において子どもの受け入れを行

ってきておりますが，平成２６年４月１日付けの組織機構の見直しにより，鈴鹿市

立教育研究所を廃止することとしておりますので，２つの適応指導教室を地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第３０条の規定に基づき，教育委員会が管理する

教育機関の一つとして位置付けるものでございます。具体的には，第２条により，

けやき教室及びさつき教室の２教室を適応指導教室として位置付け，第３条により，

適応指導教室の事業として，不登校児童生徒の学習及び生活に関する指導及び助言

や学校生活への復帰を促す活動等を行うこととしております。また，第４条におい

て，両教室には，室長の外，必要な職員を置くこととしております。最後に，第５

条において，本条例施行に関して必要な事項は教育委員会規則で定めることを規定

しており，本条例案について，教育委員会の承認及び市議会の議決が得られました

ら，この条例の施行に関し，必要な事項を定めた教育委員会規則を改めて，教育委

員会にお諮りする予定でございます。以上でございます。よろしく御審議いただき

ますようお願いいたします。 

 

（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。 

 

（福嶋委員）現在，適応指導教室に通う生徒は何名ぐらいいるのですか。そして，それ

は住んでいる地域別に通う教室が分かれているのか，自由に通って良いのか，その

辺りを教えてください。 

 

（教育研究所長）現在，通級している児童生徒の現状ですが，今日現在におきまして，

けやき教室には，小学校５名，中学校１７名の計２２名です。さつき教室には，小

学校３名，中学校５名で計８名，合計３０名が通っております。けやき教室，さつ

き教室への通級については，当初，さつき教室は西部地域の子どものためにという

形で開設しておりましたが，現在は，児童生徒の状況に応じて通級していただいて

いる状況です。 

 

（福嶋委員）御本人の希望によってということですね。 

 

（教育研究所長）保護者と児童生徒の希望に応じて決めさせていただいています。 

 

（福嶋委員）通っている児童生徒の数は，増えているのか減っているのか教えてくださ

い。 

 

（教育研究所長）大体の人数でいいますと３０名から４０名の間で動いています。伸び

てきているということではありません。 
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（福嶋委員）全体の生徒数は増減はなく，数は変わってないということですね。 

 

（教育研究所長）増減につきましては，学校へ戻っていったらすぐに接点が無くなると

いうことではありませんので，そういう意味も含めた数字ございますが，概ね３０

人から４０人ということです。 

 

（岡井委員）今，適応指導教室に通っている児童生徒は，市内の不登校児童生徒の何割

ぐらいにあたるのですか。以前，適応指導教室に通った子どもたちの学校への復帰

率が非常にいいという平成２４年度の成果も聞かせていただきましたが，そういっ

た意味からすると，もう少し適応指導教室を利用していただければよいのではない

かと思います。本人の希望や保護者の意向もあると思いますが，できるだけ来てい

ただけるような働きかけをしていただきたいと思います。 

 

（委員長）小学校，中学校合わせての数字ですね。不登校の児童生徒数を把握しておら

れますか。 

 

（教育研究所長）平成２４年度の数字ですが，不登校児童生徒数は２９２名と把握して

おりまして，全体に対する割合としては，１.５９％です。 

 

（委員長）けやき教室，さつき教室からの学校への復帰率はどうですか。 

 

（教育研究所長）復帰率は，４３名中３２名ですので約８割です。 

 

（福嶋委員）これを運営されていくなかで，スタッフなり予算なりなんでも結構ですの

で課題というようなものは，どういうようなものがあるのでしょうか。 

 

（教育研究所長）子どもの状態が様々で個々の状態に応じて対応をしていく必要があり

ます。そのようなことから，全員でかかわることができない子どももおり，個別に

部屋がほしいといったこともあります。 

 

（下古谷委員）教育研究所がなくなるということで，適応指導教室を設置するというこ

とですが，これまでは研究所の下にけやき教室等があったので，おそらく研究所長

が統括されていたと思いますが，今回，独立されて，室長が設置されるということ

ですが，この方が統括されることになるのですか。それとも，どこかの部署にぶら

下がることになるのでしょうか。 

 

（教育研究所長）今回の組織再編によりまして，教育支援課に適応指導教室が置かれる
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形になり，そこで，不登校対策の一環として適応指導教室がぶら下がる形になる予

定です。 

 

（岡井委員）現在，西部のさつき教室と中央部の神戸に教室がありますが，近くにあれ

ば通いやすいということもありますので，南の方に，例えば白子界隈とか，南の方

にも一つ作っていただいて，きめ細やかに配慮していただければよいのではないか

と思います。そういった点では，後ほどの報告事項にある幼稚園の再編計画におい

ても，天名幼稚園が廃園になってきますが，施設の転用もあるというように書いて

いただいてありますので，南の方にも作っていただいて，本当に悩んでいる不登校

の子ども達や保護者の方たちにとって，少しでも通える環境を考えていただきたい

と思いますがいかがでしょうか。 

 

（教育長）場所を増やしていくということになりますと，予算というか経費が関係して

きますので，御意見としてお伺いしておきまして，この場でのお返事は控えさせて

いただきたいと思います。 

 

（委員長）けやき・さつき教室へ通っている方は，先ほど３０名と言われました。そし

て平成２４年度の不登校児童生徒数は９２名ですか。そうすると，ここに通ってい

る子どもは半分に満たないということですので，やはりそういった子どもは家庭に

居るということなのでしょうか。 

 

（教育研究所長）不登校児童生徒数は２９２名です。 

 

（委員長）そうすると，こういう施設を利用している子どもの割合はもっと低いですよ

ね。大半は，自宅から出ていないと考えてよろしいのでしょうか。 

 

（教育研究所長）不登校児童生徒というのは，３０日以上不登校の状態にある子どもの

ことをいいます。そこで，なるべくたくさんの子どもに適応指導教室に来ていただ

けるよう努めており，そのための連携として，子ども家庭支援教室や人権教育課と

も連携し，迎えに行っていただく等しながら適応指導教室につなげる努力もしてい

るところでございます。 

 

（委員長）数が多いので，視点を変えて取り組んでいただけたらと思います。それから，

第４条に「室長その他必要な職員を置く。」となっていますが，必要な職員というの

は，教員籍の方ですか，福祉関係の方ですか。 

 

（教育研究所長）現在のところ，教員籍の長期研修員の者が適応指導教室の指導にあた

っております。今後については，未定でございます。 
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（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１５９７号「鈴鹿市適応指導教室設置条例の制定について」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１５９７号を原案のとおり承認いたしま

す。続きまして報告事項に移ります。１番目の「専決処分（損害賠償の額の決定及

び和解）の報告について」をお願いします。 

 

（教育総務課長）それでは，報告事項の１番目「専決処分（損害賠償の額の決定及び和

解）の報告」について説明いたします。報告事項の資料１ページを御覧ください。

これは，先に議事１番目の補正予算案の中でも簡単に説明いたしましたが，本年７

月１３日に千代崎中学校において校庭内の樹木，これは古い柳の木でございますが，

これが強風で倒れ，同中学校の校庭の南側に隣接する東玉垣町の天王町自治会集会

所の屋根及び外壁等の一部を損傷させたことに伴い，損害賠償の額を決定し和解す

るものでございます。損害賠償の額は，２５万５,１５０円でございまして，これは

修繕費の全額でございます。和解の相手方は，集会所の所有者である東玉垣町の天

王町自治会です。当該自治会とは，１０月１５日に示談が成立しており，既に，集

会所建物の現状復旧は完了いたしております。なお，この損害賠償に係る財源は，

補正予算案の中で説明しましたように全国市長会の学校災害損害賠償保険から全額

が補填されることとなっております。以上でございます。 

 

（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）校庭に樹木があることはわかっていることで，台風で折れてしまうような

可能性のある樹木の点検はしてもらっているのでしょうか。 

 

（教育総務課長）通常の管理は学校の方で毎年度の配当予算の中で行ってもらっていま

す。ただし樹木によっては，高所作業車が必要な場合もありますので，このような

剪定が必要な場合は，学校から依頼を受けて事務局予算で専門業者に発注している

のが現状でございます。実はこの柳の木は腐っていたということもあり，この事故

を受けまして，７月下旬に各学校と幼稚園に現状確認，例えば空洞化や枯れ木はな

いかということについて，確認依頼をし，再発防止を図ったところでございます。 

 

（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

立中学校教諭の規律違反事案について」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２番目「市立中学校教諭の規律違反事

案」につきまして，説明申し上げます。２ページを御覧ください。該当職員は，鈴

鹿市立中学校男性教諭４０代，規律違反の種別は，信用失墜行為，地方公務員法第

３３条に違反したこと，及び職務専念義務，地方公務員法第３５条に違反したこと

でございます。事案の概要についてですが，鈴鹿市立中学校において，平成２５年

１０月２４日（木）１２時頃４限目の授業中，教室において，当該教諭が学校に持

ち込んだ自分のノートパソコンを使い，生徒がいる前で，隠れて成人向ＤＶＤをダ

ビングしていたという内容でございます。レンタル店から借りてきた成人向ＤＶＤ

６本と釣りＤＶＤ４本をノートパソコンの収納バッグに入れ，教室に持ち込んでお

りました。これらを，同日の昼休み時間に生徒に目撃され，学校長の聴き取りに対

して，当該教諭は「迷惑メールを削除していただけです」と供述しておりましたが，

複数の生徒からの証言により，学校長等が事実確認をし直した結果，上記が判明し

たものでございます。１０月３０日（水）に学校長と当該教諭を鈴鹿市教育委員会

事務局に召喚し事情聴取を行いましたところ，当該教諭は規律違反を認めました。

学校長に対しては，大規模校における管理体制及び組織としての問題点等はなかっ

たかを整理させるとともに，教職員の服務監督を適正に行うこと，服務規律違反の

再発防止に向けて厳しく指導いたしました。また，信頼回復の第一歩として，１０

月３１日（木）に臨時の校園長会を開催し，次の４点について指示いたしました。

まず一つは，「教職員の綱紀粛正及び服務規律の確保について（通知）」平成２５年

１０月３０日付け鈴教学第２０３４号の周知徹底です。次に，管理職等による校内

の点検等の実施です。校内の状況を十分に把握して，抜き打ち点検等も実施して適

正な状態に保つようにさせ，学校教育活動に不要な私物の持ち込みについては，避

けさせるように指導いたしました。さらに，教育委員会事務局におきましても，施

設使用状況や点検の状況等を確認するために，機会を見て学校を訪問いたしており

ます。最も大切なのは，教職員同士が互いに注意・指導・報告できる雰囲気の醸成，

風通しのよい職場を作ることと考え，校長会・教頭会等を通じて指導して参ります。

児童生徒の健全な育成に責任を負う教員のこのような行為は，学校教育に対する市

民の信頼を著しく損なうものであり，かかる事案が発生したことを重く受け止めて

おり，鈴鹿市教育委員会事務局といたしましては，引き続きコンプライアンスの遵

守や服務規律の確保について周知徹底を図り，今後このような事案が発生すること

のないよう努めてまいります。以上でございます。 

 

（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。 

 

（下古谷委員）小学校の先生の実情はよくわからないので教えていただきたいのですが，

おそらくノートパソコンというのは，通常，業務をする中で表計算とか成績整理等

で当たり前のように使われていると思います。今回持ち込まれていたのは，自分の
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ノートパソコンということで，学校から提供されたものであれば一番いいのでしょ

うが，なかなか数の限りがあって難しいということだと思います。そこで，今回も

（２）番にあるように，「不要な私物の持ち込み回避」とはなっているのですが，そ

の辺りは，非常に難しいという気がします。現実，学校の先生方は，ほとんどの方

が持ち込まれているのでしょうか。 

 

（学校教育課長）中学校の現状ですが，仕事でコンピューターを持ち込んでいます。 

 

（下古谷委員）そうするとなかなか難しいと思います。基本的には個人的な問題だと思

いますが，使い方ということについて，組織として，教育や研修はされているので

すか。 

 

（学校教育課長）まず，コンピューター関係につきましては，個人情報の流出が非常に

多いですので，そういった情報を持ち出さないように徹底いたしております。それ

からコンプライアンスの遵守の観点から，服務規律の確保についても，先ほど申し

上げましたように，今後，気を付けて指導してまいりたいと思います。 

 

（福嶋委員）今回のような成人用ＤＶＤをダビングしていたということは言語道断です。

この男性教諭というのは過去にもこのような，教師にあるまじき行為のあった方な

のでしょうか。 

 

（学校教育課長）過去にも教育委員会で指導したことがございます。 

 

（福嶋委員）それは，同一のことでしょうか，それとも違ったことでしょうか。 

 

（学校教育課長）同一のことです。 

 

（福嶋委員）それは，前に勤めていた学校でのことですか。同じ学校でのことですか。 

 

（学校教育課長）同じ学校ではございません。 

 

（福嶋委員）それでは，前の校長先生から今回の校長先生に引き継がれていて，特に管

理をしていく必要があるという引継ぎは当然あったのですね。 

 

（学校教育課長）教育委員会でも指導いたしましたし，転任の際には，学校長からの引

継ぎもなされております。 

 

（福嶋委員）今回の教諭は，※※の科目の先生だったのでしょうか。教えている科目は
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何で，担任を持っている方ですか。 

 

（学校教育課長）担任はしておりました。教科については，ここでは申し上げられませ

ん。 

 

（福嶋委員）担任を持っているということからも，重要な責任がある中で，やはりその

点は，校長先生も同僚の方も，あらかじめそういう目線を持っているべきだったの

ではないかと思います。 

 

（岡井委員）意見ですが，先生方は教育指導については非常に熱心に一生懸命やってお

られる反面，教育法規という点では少し疎いところがあるとしばしば言われており

ますので，やはり教科の学習指導や生活指導とともに，法規というものも大事だと

思います。先生方はみんなりっぱな方だと思いますが，やはりそういうことに触れ

ていないと心が錆びてきますので，こういうことをするとこういう部分に抵触する，

こういう処分がある等について，職員会議や校内研修等で，良い機会ですので取り

上げていただきたいと思います。その際，時々，先生の不祥事が全国的にあります

が，そういったことが報道された時には，反面教師ということで，事例が一番良い

教材であると思いますので，その時に必ず紹介して，公務員としての自覚や責任感

を醸成するために，人がやったことでも自分のこととして戒めていく必要があるの

ではないかと思います。最後に先生方には色々な教育課題がある中で，大変なスト

レスを抱えている方も多いと思います。そのストレスがこういう日ごろ思っていな

いような行動に走る原因でもあると思いますので，先生方の悩みとか不安をなるべ

く早く察知して，みんなでそういう先生の心を和らげたり，取り除いたりといった

対処を学校がいっしょになってやっていただきたいと思います。 

 

（委員長）岡井委員と重複する部分もありますが，過去に体調を崩して休職してみえる

先生も多いと思いますが，今回の教諭もそうですが，何か心に重荷を負われた先生

たちの心のトレーニングセンターのような，そういう組織，相談ができるような組

織を鈴鹿市教育委員会としてお持ちなのでしょうか。 

 

（教育次長）教育委員会の組織ということではありませんが，労働安全衛生委員会とい

うのがございますので，先日もメンタルへルスの研修会を開催させていただきまし

た。そのメンタルヘルスの研修会は，管理職と共に一般教員の方にも受けてほしい

ということでお越しいただきました。 

 

（委員長）一般企業等でも労働安全衛生というのはありますが，教職員の中では月１回

とか，どれぐらいの頻度で行っているのですか。今回事件があったから，そういう

ような勉強会をされたのですか。 
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（教育次長）５０名以上の学校には衛生管理者を置きまして，各学校，幼稚園，給食セ

ンターも含めて，取組をしていただいております。今回の研修会については，この

件があったからではなく，現場の要望も聞きながら，年度内の計画の中でメンタル

ヘルスというところをしっかりやっていこうということで，先日開催したものでご

ざいます。 

 

（委員長）安全管理については，年間計画を立てることになっていますね。 

 

（教育次長）そうですね。その中で衛生委員会は，月に１回開催することになっており

ます。 

 

（委員長）そういう担当者がいらっしゃると考えてよろしいのですね。 

 

（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，３番目の「鈴

鹿市立幼稚園再編整備計画第１期計画について」をお願いします。 

 

（学校教育課長）それでは，私からは報告事項の３番目「鈴鹿市立幼稚園再編整備計画

第Ⅰ期計画の変更」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。

３点の変更がございます。まず，「【１】鈴峰中学校区の再編整備計画」についてで

ございます。１には変更はございません。２につきましては，当初は「平成２６年

度から椿幼稚園は開園し，２年保育を実施する。ただし，平成２６・２７年度は５

歳児のみの受け入れとし，施設整備完了後の平成２８年度より２年保育を実施す

る。」といたしておりましたがこれを，お手元の資料のように「平成２６年度より椿

幼稚園は，２年保育を実施する。」と変更させていただいています。さらに，３とし

まして「学級は，４・５歳児の複式学級とし異年齢教育を実施する。」を追加し，４

としまして「園児募集を行った結果，１学級定員の３５人を超えた場合，４歳児に

ついて抽選を行う。」を追加し，５としまして「保育室増設等の施設整備は行わない。」

を追加させていただきました。なお，当初の第Ⅰ期計画の３・４につきましては，

内容の変更はなく，番号のみそれぞれ６・７とさせていただきました。次に「【２】

白鳥中学校区の再編整備計画」についてでございますが，１につきましては，当初

「平成２５年度に石薬師幼稚園及び井田川幼稚園を廃園し，加佐登幼稚園に統廃合

する。」といたしておりましたが，平成２５年９月２日から同年９月２０日まで園児

募集を行いました結果，井田川幼稚園に一定人数の入園希望者が集まりましたこと

や，地元の平成２６年度についての開園希望が強かったことなどがございまして，

１につきましては「平成２５年度に石薬師幼稚園及び井田川幼稚園を廃園し，加佐

登幼稚園に統廃合する。（ただし，井田川幼稚園については，園児募集結果から地元

協議によっては，この限りでない）」とさせていただきました。２以降につきまして
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は，変更はございません。続きまして「【３】天栄中学校区の再編整備計画」を追加

いたしました。これは，園児募集の結果，開園基準に満たず，今後も休園状態が続

くことになると見込まれる天名幼稚園につきまして，第Ⅰ期計画に含めることとし

たものでございます。「１ 平成２５年度に天名幼稚園を廃園し，栄幼稚園に統廃合

し，従来どおり１年保育を実施する。」「２ 将来的に，合川保育所と幼保一体化を

目指す。」「３ 廃園となる天名幼稚園の施設は，隣接する小学校の校地とするが，

公的な児童用施設等への転換も可能とする。」とさせていただいました。地元調整の

関係で報告が今回となりましたことをお詫び申し上げます。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）鈴峰中学校区の再編整備計画ですが，４番目の４歳児について抽選を行う

とありますが，平成２１年度検討委員会の答申の中では，将来４歳児抽選は廃止し

たいといことが，述べられているわけですが，この４番目の部分については，どう

いうふうに整理が行われているのでしょうか。 

 

（学校教育課長）平成２１年度の答申ではそうでありましたが，４歳児につきましては，

本計画におきまして，従来どおり定員を超えた場合には抽選を行うという計画にし

ております。 

 

（教育長）これは，この第Ⅰ期計画のおおもとになっている再編整備計画において，お

認めていただいているかと思います。その時に説明させていただいていますが，や

はり民間との競合とか色々ありますので，一気に公立の方ですべて抱え込んでいい

ものかということがありますので，徐々にということで，今回，椿と箕田幼稚園で

増やすということです。おおもとの計画にありますので，それに基づく第Ⅰ期計画

になっております。 

 

（福嶋委員）では将来にわたっては，抽選を廃止するという流れは持っているというこ

となのでしょうか。 

 

（教育長）今，持っているというものではありません。それについては，子ども子育て

会議というのが保健福祉部の方で持たれていきますけれども，その中で，幼稚園と

保育所のあり方，私立と公立のあり方をぜひ議論していただき，今後どういう役割

分担をしていくかという結論を待って，その結論として，公立として４歳児は希望

があるから受け入れようということになれば，考えていくということになると思い

ます。 
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（下古谷委員）【２】の１の括弧の中ですが，「ただし，井田川幼稚園ついては，・・・」

というところですが，２５年度の園児募集の結果１０人いたということで開園しま

すということであると思いますが，２６年度になった場合，園児募集した結果１０

人に満たなかった場合は，廃園ということになっていくのでしょうか。 

 

（学校教育課長）この地域につきましては，母数が少ないこともありますが，応募人数

が少ないという状況がありました。結果として本年度は人数が集まりましたが，次

年度以降，地元の方々も休園，開園を繰り返すことは望ましくないというのが基本

的なスタンスでありまして，今後，数が減っていく見込みでありますので，次年度

の募集結果，１０人に満たなかった場合には，廃園してくださいとはっきりとお声

をうかがってまいりました。 

 

（委員長）先ほど教育長がおっしゃった子ども子育て会議というのは，今現在，話し合

いをなされているのですか。来年度からというようなものなのですか。 

 

（教育長）法ができてまだ余りたっておらず，この前の９月議会であったと思いますが，

それを設置する条例が可決されております。それに基づいて，保健福祉部の方で条

例にしたがって動き始めているということです。 

 

（委員長）今，動き始めたところなのですね。そこの結果をもって，今現在，幼稚園が

各中学校区において統廃合するという形で動いていると報告いただておりますが，

最終的には子ども子育て会議の結果をもって，幼稚園，保育園のあり方や幼保一体

化も含めて，大きく教育委員会がまた動いていくという考え方でいいのでしょうか。 

 

（教育長）おおもとの再編整備計画において，今おっしゃられました幼保一体化につい

ても，合わせて考え方を示させていただきましたが，やはり就学前のあり方を子ど

も子育て会議で議論していただいて，また，幼保一体化についても，どういう形の

一体化にするのが鈴鹿市の形態から望ましいのかをぜひ議論をしていただいて，そ

の考えを示していただいた上で，それにしたがって，教育委員会もやっていきたい

と思っております。 

 

（福嶋委員）再編整備に関する答申も読ませていただいて，委員会の発言も読ませてい

ただきましたが，色々多くの議論がなされています。再編整備をどういうふうにし

ていったらいいのか，また，子どもにとってどういう教育をやっていくのがふさわ

しいのか等，色々な観点から議論してこられたと思います。その中にもありました

上質な幼稚園教育に向けた取組についても，再編整備と合わせて平行してやってい

ていただきたいと，再びお願いしたいと思います。 
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（委員長）少子化という大きな問題もありますので，非常に難しい問題であると思いま

すが，力を合わせて頑張りたいと思います。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「平成２６年成人式について」をお願いします。 

 

（生涯学習課長）それでは，報告事項４「平成２６年成人式」について説明申し上げま

す。７ページを御覧ください。６月定例会においても概要をお知らせいたしました

が，平成２６年１月１２日に鈴鹿市民会館で開催いたします成人式についての詳細

が決まりましたので，報告申し上げます。まず日時は，平成２６年１月１２日日曜

日，時間は，９時開場，１０時に式典を開始し，１１時に終了予定でございます。

次に場所でございますが，鈴鹿市民会館ホールを会場として開催させていただきま

す。次に対象者ですが，１０月２２日現在で，男性１,０４５人，女性１,０２５人

合計２,０７０人となっており，昨年同時期の１,９７９人と比較いたしますと９１

人の増となっております。なお，例年の参加者数は，対象者の約７割程度。昨年で

すとおよそ１,３００名の参加実績となっております。市民会館のホールの固定席は

１,２８５人で，当日の状況によって収容できない場合に備え，１５０人収容の市民

会館展示室及び３２５人収容の市役所１階市民ロビーをサブ会場として，用意をさ

せていただいております。次に，内容でございますが，オープニングイベントとし

て，鈴鹿太鼓による演奏。その後，新成人の実行委員から，この日を迎えるまでの

活動報告を行い，式典に移ります。式典では，市長による式辞，来賓祝辞及び来賓

紹介，実行委員による誓いの言葉。続いて，「メモリーズ。僕たちが過ごしてきた軌

跡」と銘打ち，２０年前から現在に至るまでの，鈴鹿市の名所や思い出の場所など

のスライドショーを計画しています。そして，エンディングは，すずフェスでおな

じみの勝山組による，よさこいの演舞となっています。なお，新成人への周知につ

きましては，例年通り，個人への案内通知は行っておりません。周知方法としては，

広報すずか７月５日号及び鈴鹿市ホームページで，日時・場所等の概要を既にＰＲ

させていただいており，１１月中旬以降につきましても，公共施設や鉄道駅などで

のポスター広告，１２月には，再度，広報すずか・ホームページなどで詳細を周知

させていただく予定でございます。続いて裏面を御覧ください。御案内させていた

だく来賓についてでございますが，特別来賓として鈴鹿市選出の国会及び県議会議

員，市議会議長，自治会連合会会長の方々。一般来賓として，市議会議員，商工会

議所会頭，鈴鹿農協組合長ほかの方々。主催者として，市長，両副市長，教育委員，

社会教育委員の皆様に御出席をいただく予定でございます。最後に，平成２６年の

成人式の特色でございますが，まず１点目は，広報等で公募いたしました，成人式

実行委員１２名により，成人式の企画・立案から式当日の運営まで行っていただく

こととしております。本年５月からこれまでに１０回の会議を行っており，ポスタ

ー・パンフレットの作成，また出演していただく方々との交渉など，熱心に取り組

んでいただいております。次に成人式のテーマでございますが，実行委員会におい

て，「made in 鈴鹿～我らの誇り～」といったテーマとしております。これは，「made 
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in Japan」が世界的に高いブランドとして認められているのと同じように，鈴鹿市

出身の人や，鈴鹿に移り住み成人式を迎える人が，社会で認められるように頑張っ

ていくという決意を表し，鈴鹿で成人式を迎えられることを自身の誇りに思えるよ

う，成人式を成功させたいといった思いが込められています。私共，生涯学習課と

しましても，彼ら，彼女たちの思いが実現できるよう，連携をとって，支援してま

いります。最後に，教育委員の皆様におかれましては，改めて御案内をさせていた

だきますので，御多忙のこととは存じますが，御臨席賜り，新成人の門出をお祝い

いただきますようお願いを申しあげます。以上でございます。 

 

（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）前回から市民会館で式典をされていますが，前回の式典における課題とい

うものがあれば教えていただて，今回はどういうふうにやっていこうと思ってみえ

ますか。 

 

（生涯学習課長）平成２４年度から市民会館に移ったわけでございますが，囲われ感が

あって集中できるというメリットがある反面，会場が１,２８５人の固定席であって，

なかなか中に入らない，外でたむろしている方がいるということが課題となってい

ました。今回も応援スタッフの充実を図りながら，なるべく皆さんが会場に入って，

しっとりと静まり感のある，良い成人式にしていきたいと思っています。そのため

に実行委員と連携を取りながら，テーマに沿った色々な行事，イベントの内容をさ

らに充実していきたいと考えております。 

 

（岡井委員）テーマに「made in 鈴鹿」とありますが，非常にいいテーマだと思います。

このテーマを具体化していくイベントとして，スライドで今まで過ごした場所，大

切な仲間，思い出について編集しているのだと思いますが，これは，例えばどうい

う場所でどういう仲間なのか，スライドの内容について，もしわかっていれば教え

ていただきたいと思います。 

 

（生涯学習課長）スライドショーでございますが，この発案につきましても実行委員の

発案でございました。例えば２０年前にこんな事件が起こったとか，鈴鹿でこんな

施設ができたとか，小学校，中学校がどんな様子だったかとか，思い出の場所を彼

ら自身が編集委員になって，写真を撮ってきたりして，編集させていただいている

ところでございます。そんな形で自分たち手作りの「made in 鈴鹿」というテーマ

にもかかってくるかと思いますが，充実化を図ってもらっている状況です。 

 

（岡井委員）もう一つスライドショーの「Memories ～僕たちが過ごしてきた軌跡～」と

ありますが，実行委員には男性も女性もおられますが，「僕たち」というようになっ
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ています。親しみを込めて考えられたと思いますが，「僕たち」を使ったのは，皆さ

んで相談しての結果ということでよろしいでしょうか。 

 

（生涯学習課長）私どもも，女性もいるから「私たち」も入れたほうがいいのではない

かとアドバイスしましたが，実は，実行委員が男性７人女性５人とバランスもとれ

ており，委員全員の承認といいますか了解ということで，男性も女性も「僕たち」

と表現しようといった考え方になったようでございます。 

 

（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，５番目

の「第１６回鈴鹿シティマラソンの開催について」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「第１６回鈴鹿シティマラソン

の開催について」説明申し上げます。報告事項の９ページ鈴鹿シティマラソンのリ

ーフレットを御覧ください。鈴鹿の冬の風物詩となりました「鈴鹿シティマラソン」

でございますが，第１６回を迎えます本年は，１２月１５日の日曜日に鈴鹿サーキ

ット国際レーシングコースにおいて開催いたします。昨年の第１５回大会は，鈴鹿

市制施行７０周年記念事業としてハーフマラソンやウォーキングを加え，午前，午

後，丸１日の日程で開催いたしましたが，本年は，一昨年と同様の内容で，１０㎞，

５.６㎞，２㎞，車いすの種目を午前中１２時までの半日の日程で開催いたします。

現在の参加状況でございますが，約７,８００名の参加申込みをいただいております。

昨年の約９,７００名の参加者数には及びませんが，半日の日程の大会としては，過

去最高の参加申込みとなっております。今大会の特色といたしましては，シティセ

ールスを目的として本市の特産品でございます伝統工芸品の鈴鹿墨を利用した鈴鹿

墨Ｔシャツを参加賞として採用したことでございます。現在，鈴鹿市体育協会，鈴

鹿市陸上競技協会等の実行委員会によりまして，開催に向けて準備をしております。

教育委員の皆様には，後日，御案内をさせていただきますが，御都合がよろしけれ

ば，大会当日の御出席をお願いしたいと思います。開会式は，グランドスタンド前

で，８時１５分からとなっており，非常に寒い中ではございますがよろしくお願い

いたします。なお，教育委員長及び教育長におかれましては，大会役員への就任と

ともに，スターター及び表彰式でのプレゼンターをお願いする予定でございますの

でよろしくお願い申し上げます。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。 

 

（スポーツ課長）できたての鈴鹿墨Ｔシャツの現物をお持ちしましたので御覧いただき

たいと思います。鈴鹿墨のにおいがすると思います。 

 

（委員長）７,８００人となると大変多い人数ですね。Ｔシャツについてはどのように把
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握するのですか。 

 

（スポーツ課長）申し込みの際にサイズを記入いただき，その数で把握しております。 

 

（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。１番目ですが，毎回，今日的な教育課題などをテーマに意見交換をし

ておりますが，今回は「指定文化財の区分及び基準等について」意見をいただきた

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）それでは，私からはその他事項「指定文化財の区分及び基準等」につきま

して，説明申し上げます。文化財とは，長い年月をかけて創り出し，育み，守り伝

えられてきた貴重な文化遺産を指します。文化財は，一度消失すると，二度とよみ

がえることのない，かけがえのない共有財産であり，将来を生きる次世代のために

守っていくことが，現代を生きる我々の責務であります。そのため，数ある文化財

の中で特に重要なものに対しては，それらを広く周知するとともに適切な保護管理

措置をとるために，文化財保護法，三重県文化財保護条例，鈴鹿市文化財保護条例

などに基づき，「文化財」として指定や登録を行っています。本市においても，歴史

的価値が高い貴重なもので，地域の特性を兼ね備えたものについて，鈴鹿市文化財

調査会の審議及び答申を経て，本委員会において「鈴鹿市指定文化財」に指定して

おります。現在，本市では，国，県，市の指定文化財が９４件指定されており，ま

た，登録文化財が４件登録されています。なお，文化財の種類は，人々の様々な生

活の中で育まれてきたものや，その背景となった自然や環境にまで及ぶため，その

種類は多岐にわたっており，大きく分けて４つに区分されます。建物や工芸品のよ

うな形のある文化財である「有形文化財」，音楽や踊りなど形のない文化財である「無

形文化財」，さらに風習や信仰等に関わる「民俗文化財」，史跡や樹木，庭園などの

「記念物」です。それぞれの文化財について，具体的に説明しますと，有形文化財

は，建造物，絵画，彫刻（仏像），古文書などを指し，その指定については，歴史上

又は芸術上価値の高いもの，並びに学術上価値の高い歴史資料とされております。

本市では，林光寺の千手観音立像などが国の重要文化財（彫刻），伊奈冨神社の勢州

稲生村三社絵図などが県の有形文化財（絵画），庄野宿資料館として利用している小

林家住宅などが市の有形文化財（建造物）に指定されております。無形文化財は，

演劇，音楽，工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いも

のが指定されており，本市では伊勢型紙の彫刻技術が，国の重要無形文化財に指定

されております。記念物につきましては，貝づか，古墳，城跡などの遺跡で歴史上

又は学術上価値の高いもの，庭園，橋梁，峡谷，山岳などの名勝地で芸術上又は観

賞上価値の高いもの，ならびに動物，植物及び地質鉱物で学術上価値の高いものが

指定されており本市では，金生水沼沢植物群落などが国の天然記念物に，稲生神社

庭園などが県の記念物（名勝）に，寺尾家住宅などが市の記念物（史跡）に指定さ
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れております。民俗文化財につきましては，衣食住，生業，信仰，年中行事等に関

する風俗慣習，民俗芸能，民俗技術及びこれらに用いられる衣服，器具，家屋その

他の物件で生活の推移の理解のため欠くことのできないものが指定されており，当

市ではオンナイ念仏会などが県の無形民俗文化財に，勝速日神社の祭礼山車が市の

有形民俗文化財に指定されております。このように，指定文化財の種類は，有形・

無形・記念物・民俗文化財の４つに大別され，さらに細分されて定められており，

それぞれに指定の基準が設けられております。本市でも，国の定めた基準に照らし，

文化財調査会の専門の先生の御意見を伺い指定の可否について審議していただいて

おります。以上でございます。 

 

（委員長）ただ今の説明に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）文化財は維持するのに予算がいるわけですが，鈴鹿市の場合は，予算枠は

どんな状況でしょうか。増えていれば良いのですが。それから，国指定文化財等の

種類によって予算枠にも差があるのでしょうか。 

 

（文化課長）予算についてですが，国指定の例えば伊勢型紙技術保存会については，国，

県，鈴鹿市からも補助金が出ております。金額で申し上げますと伊勢型紙につきま

しては１,０００万円の補助をいただいております。また，県から１００万円，市か

ら５０万円をいただいて，その中で運用しております。 

 

（福嶋委員）鈴鹿市の中で文化財に関して出している予算というのはどのくらいですか。 

 

（文化課長）鈴鹿市の補助でございますが，管理補助金がございます。件数的には５０

件以上出しております。 

 

（文化課副参事）今，課長が申し上げました管理補助金につきましては，史跡等の除草

作業や清掃活動等の日常的な管理が必要なものにつきまして，それを管理していた

だいている団体の方に補助しております。金額は規模によって変わってまいります。

説明の中にありました無形文化財については，一番必要なのは，今後，永きに渡っ

て伝えてもらうための後継者育成のための日常的な経費となりますが，これも団体

の規模に応じて異なりますが，補助させていただいております。 

 

（福嶋委員）建物の保守にはお金がかかると思いますが，それは継続的に補助等をして

おられるのですか。それとも，相手側からの申し出に基づいて出しているのですか。 

 

（文化課長）地域や地元の方から要望をいただき，これを受けまして，計画的に予算計

上をし，３分の１の補助をしております。 
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（福嶋委員）３分の１の補助ということは，残りの３分の２はどうなっているのですか。 

 

（文化課長）市の指定であれば，市からの補助が３分の１，残りは地域の方で賄ってい

ただいています。 

 

（福嶋委員）文化財を守っていくというのも市の大きな使命だと思いますので，なるべ

く多くの予算が獲得できるようにしていただきたいと思います。 

 

（文化課長）例えば，勝速日神社については，祭礼山車が守られてきており有名になっ

ておりますが，その中の１地区においては，市の方に山車を直す予算がないだろう

かという相談もございまして，それが認められるかどうかわかりませんが，財団の

方へ鈴鹿市として補助の申請をしております。そういう形で補助金等も利用してい

きたいと思います。 

 

（下古谷委員）無形文化財で伊勢型紙の後継者の育成が行われていると思いますが，現

在，後継者に向けて勉強されている方は，何名ぐらいみえますか。 

 

（文化課長）伊勢型紙の会員の方は年齢も高齢になっておられ，７０歳以上の方がメイ

ンになっておられます。若い方で，現在伝承される方が研修生として聞きにこられ

たりとか，月に１回とか年に数回の講座を保存会の方が先生になられまして，研修

講座をもたれたりしています。そこには，例えば主婦の方とか女性の方などの若い

方も参加されておられます。 

 

（下古谷委員）特定の方で後継として勉強されていらっしゃる方はいないのですか。 

 

（文化課長）もちろんそういう方はいらっしゃいます。 

 

（文化課副参事）伊勢型紙は彫刻の技法によって４技法ございまして，突彫り，錐彫り，

道具彫り，縞彫り，そして，縞彫りを補強する糸入れという作業がございます。そ

れぞれの部門によって後継者を育成するために，先ほど申し上げました国，県，市

の補助金を使いまして，伊勢型紙技術保存会の方で後継者を育成していただいてお

ります。各部門について，今現在，２名以上の育成対象者が長期的に研修をしてい

ただいていると団体の方から聞いておりまして，長い方ですと平成１５年から関わ

っていただいている方がいらっしゃいます。 

 

（岡井委員）鈴鹿市は，人口規模からして文化財の数は，平均並みなのでしょうか。平

成９年に「鈴鹿市の文化財」という冊子ができましたが，それ以降，１５年の間に
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１６件増えています。単純にいうと年に１件程度の文化財の指定が増えているわけ

です。難しい面はあるかと思いますが，数値目標ではありませんが，例えば数年の

うちに１００件にする等の意気込みがあったら教えていただきたいと思います。 

 

（文化課長）数が多いか少ないかということについてですが，文化財の指定については

基準に基づいて指定作業を行っています。例えば市町村によっては，地域の声をで

きるだけ取りあげて指定していくといった，言わばハードルを少し下げて運用して

いるといったことも聞いております。一方，鈴鹿の場合は，文化財調査委員の方が

現場を見まして調査研究した結果で指定をするといった運用をしております。歴史

的背景や芸術的価値を研究した上で指定を行いますので，かなり慎重に指定する方

ではないかと思います。今年度も実は，下大久保町の弁天踊りですが，文化財に指

定するかどうかということで，調査委員に見に行ってもらいましたが，今回は文化

財には指定されませんでした。そういう形で慎重に行っている中での９４件という

ことです。色々な地域の方が関わっておられますので前向きになっていくべきだと

も思いますが，調査委員の方の協議に委ねているということでございます。 

 

（文化課副参事）御指摘のあった指定の件数ですが，それぞれの数の数え方，カウント

の仕方によっても違いがあると思います。例えば先ほど文化課長の説明にありまし

た勝速日神社の祭礼用山車につきましても，祭礼に関わる白子の４つの町から山車

が出されますが，その４台をまとめて１件としてカウントしています。市町村によ

っては，それぞれの町が保有しているものごとに１台ずつカウントするケ－スもあ

ります。同じようなことが無形文化財の場合，祭礼行事につきましても，いくつか

の町が参加した形で行っている地域のお祭りについて，それをひとくくりに１件と

カウントする場合もあれば，町が行う祭りをそれぞれカウントする場合もあり，必

然的に数が多くなる場合もあります。よって各市町村の審議会の考え方の部分もあ

ると思います。本市の場合，郷土資料室で資料を収集しておりますが，関連する資

料として一括して歴史的な関係資料として指定するのが適切だという考え方の下，

ある程度収集が終った，又は，もっと調査をすることによってもう少し膨らむ可能

性もあるということを判断しながら，慎重にしていますので，御理解いただきたい

と思います。 

 

（福嶋委員）いったん文化財に指定されると永久に文化財になるのか，その点はどうで

しょうか。 

 

（文化課長）いったん文化財に指定されたものであっても，やはりその状態が基準に満

たさない状態となった場合には，指定の解除もございます。金生水沼沢では，現在

は再生し，非常に良い状態に戻りつつありますが，１０年以上前は，他の植物が生

い茂った状態にあったと聞いております。その際は指定の解除も止むを得ないと考
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えられた時期もあったようですが，それ以降，皆さんに御協力いただいて回復した

ということもございます。 

 

（福嶋委員）常時，管理というか観察されているということですね。 

 

（岡井委員）皆さんが文化財に親しんでもらって，大事に後世に伝えようとするなら，

実際に見てもらう，見せてもらうということも大事なことだと思います。先ほどお

話にもありました千手観音をはじめ，お寺にあるりっぱな仏像をまとめて展示して，

市民に見ていただくということは難しいのでしょうか。また，仏像等については盗

難の被害が心配されますが，盗難や火災から守るために，市としてどんな対応をし

ているのかをお聞きします。 

 

（文化課長）一般公開ということですが，例えば千手観音立像ですが，年に２時間ぐら

いしか公開できないと聞いております。非常に難しいかもしれませんが，こういう

光るものが鈴鹿市にありますので，ぜひ市民の皆さんに見ていただく努力をしてい

かなければならないと思っています。盗難の防止につきましては，なかなか行き届

いてない部分があると思います。把握して努めてまいります。 

 

（下古谷委員）お聞きして良いのかどうかわかりませんが，千手観音のレプリカを作っ

て見てもらうということは考えていませんか。 

 

（文化課長）今のところ検討しておりません。 

 

（委員長）「文化財の区分と基準等について」の分野からずれてしまって申し訳ない部分

がありますが，先週の土曜日に伝統産業会館で型紙祭りが開催されていまして，た

またま参加させていただきました。かなり参加者もおられて，大人の方がお見えに

なりまして，実際に簡単なワークショプを開催されていたり，４種類ぐらいの型紙

で山梨の鞄店と提携されたりして，型紙の模様をペン入れや印鑑入れ，鞄になさっ

てみえたのを見てきました。保存会の皆さんが全国の皆さんに広めたいということ

で，単に補助金を受けて保存をしていくということだけではなくて，時代のニーズ

を考えられて新しいことに取り組んでおられるのだと思いました。なかなか型紙に

触れる機会はないですが，こういう形でどんどん取り組んでいただくと，皆さんの

足が伝統産業会館に向くのではないかと思いました。新しい発見をさせていただき

ました。 

 

（文化課長）新聞にも載っていましたが，文化課のスタッフが関係した部分もあると思

いますが，これは産業の関連で，産地協議会の皆さんが行っておられる取組である

と思います。保存会の方が作られた型紙をもとに，名刺入れとか小銭入れに活用す



３０ 

 

る等，どんどん発信することも大切であると思いますし，そういうお声もいただい

ておりますので，できることは産業部門と連携をとって取り組んでいければと思っ

ています。 

 

（文化課副参事）補足ですが，国の認定を受けた無形文化財伊勢型紙技術保存会は，伊

勢型紙の彫刻の技の芸術的な高さということで認定されています。彫刻の技を今後

長きにわたり伝承していこうということです。一方で産業としての伊勢形紙という

のもございます。伊勢形紙の伝統的な需要と，それを活用した新たな商品開発，新

たな試みを見出していく取組を産業の方では行っております。どうしても二本立て

になってきますが，そこの連携を深めるということで，平成２０年であったと思い

ますが，伊勢型紙産地協議会という大きな組織を作られまして，文化財としての伊

勢型紙と産業としての伊勢型紙をうまく連携して，鈴鹿の伊勢型紙を広めていこう

という動きをここ数年取り組まれておられます。もう一点，文化財の火災予防に関

することですが，１月に消防と連携いたしまして，文化財保護デーということで，

文化財の所有者と連携した消防訓練であるとか，万一の場合の搬出の仕方等につい

て訓練を行っておりますので，この場をお借りして報告させていただきます。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。 

 

（学校教育課長）１０月教育委員会定例会の報告事項（２）の「平成２６年度鈴鹿市立

幼稚園専任園長任用候補者選考実施要綱」につきましては，各委員のお宅に御説明

に伺いましたとおりでございますので，よろしくお願いいたします。 

 

（委員長）それでは，２番目の「１２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）１２月教育委員会定例会を１２月１８日水曜日午前１０時から開催し

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,１２月教育委員会定例会を１２月１８日水曜日午前

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１１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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１１月教育委員会定例会終了 午後４時３９分 

 

  以上会議の顛末を録し，ここに署名する。 

 

           委員長 伊藤 久仁子 

 

           委 員 岡井 敬治 


