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平成２６年２月教育委員会臨時会会議録 

 

１ 日  時  平成２６年２月２８日（金） 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  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），考古博物館長（兼丸まり子），スポーツ課副参事（今村隆之），スポーツ課主

幹兼振興グループリーダー（鈴木明），書記（片岡健二），書記（岡憲利） 

 

５ 議 事 

（1）【議案第 1614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） 

（1）【議案第 1615号】平成２５年度鈴鹿市教育費第５号補正予算案について 

（教育総務課） 

 

６ 報告事項 

（1）平成２５年度小中学校卒業証書授与式への参列及び告示について   （指導課） 

（2）第７回美し国三重市町対応駅伝の結果について         （スポーツ課） 

（3）体育功労表彰について                    （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 １人 

 

（委員長）それでは，平成２６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，岡井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

１６１４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，会議を非公開にいたしたいと存じま

す。議案第１６１４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。 



２ 

 

 

（委員一同）異議なし 

 

（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室をお願いします。 

 

≪教育委員長・教育委員・教育長以外は退室≫ 

 

議案第１６１４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）お待たせしました。先ほどの議案第１６１４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。続きまして，議案第１６１５

号「平成２５年度鈴鹿市教育費第５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５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

の議案を提出しました。詳細は，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１６１５号，平成２５年度鈴鹿市教育費

第５号補正予算案について，説明いたします。３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７２億６,６４９万２千円でございま

す。また，今回の補正額は，１億４,５７０万６千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７１億２,０７８万６千円となります。次に，補正額マ

イナス１億４,５７０万６千円の財源内訳でございますが，国県支出金が２億３３４

万１千円の増額，地方債が３億１６０万円の増額，一般財源が６億５,０６４万７千

円の減額でございます。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，教育総務費事務局費の「人件費」６００万１千円の増額でございますが，

当初，教育長を含め３２人分を計上しておりましたところ，人事異動により１名増

の３３人となりましたこと等から増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」１２５万６千円の増額でございますが，当初５５人分を計上し

ておりましたところ，人事異動により１名増の５６人となりましたこと等から増額

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」９,３２０

万円の減額でございますが，これは，平成２５年度中に，国府小学校外２校のつり
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天井の改修工事を行う予定でございましたが，国土交通省からのつり天井の新しい

設計基準の公表が遅れたため，設計業務の着手が遅れ，設計完了後に行う予定であ

った改修工事の工期確保が困難な状況となったため全額を減額するものでございま

す。なお，この３校の改修工事費につきましては，前回の２月教育委員会定例会で

承認いただきました平成２６年度当初予算に計上しており，議会の議決を得られま

したら，来年度，着手してまいります。続きまして，中学校費 学校管理費の「人

件費」７３９万６千円の減額でございますが，当初，４人分を計上しておりました

ところ，人事異動により１名減の３人となりましたこと等から，減額するものでご

ざいます。次に，学校建設費の「施設整備費／つり天井改修」３,８６０万円の減額

でございますが，これは，平成２５年度中に，白子中学校のつり天井の改修工事を

行う予定でございましたが，小学校と同様の理由で減額するものでございます。な

お，平成２６年度には，小学校と同様，改修工事に着手してまいります。続きまし

て，幼稚園費の「人件費」１,５０１万９千円の減額でございますが，これは，当初，

４２人分を計上しておりましたところ，人事異動により１名減の４１人となったこ

と，及び職員の育児休業の取得等に伴い減額するものでございます。続きまして，

社会教育費社会教育総務費の「人件費」８１４万６千円の減額でございますが，こ

れは，職員の育児休業の取得等により減額するものでございます。次に，一つ飛ば

しまして，図書館費の「人件費」５３２万７千円の増額でございますが，これは，

当初，６人分を計上しておりましたところ，人事異動により１名増の７人となった

こと等により，増額するものでございます。続きまして，保健体育費保健体育総務

費の「人件費」１,００７万２千円の増額でございますが，これは，当初，１４人分

を計上しておりましたところ，人事異動により１名増の１５人となったこと等によ

り増額するものでございます。次に，学校給食センター費の「人件費」８４２万１

千円の減額でございますが，これは，当初１２人分を計上しておりましたところ，

人事異動等により，２人減の１０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，「管理運営費／光熱水費」１７２万円の増額でございますが，これは，

学校給食センターにおいて使用している，都市ガスの単価上昇に伴う，ガス料金の

増額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，（１）

追加の小学校費「小学校維持修繕事業」１,００８万４千円でございますが，稲生小

学校の東側に接する道路改良工事いわゆるセットバック工事において，学校地の境

界確定業務に時間を要したため工事発注に遅れが生じ，今年度内の完了が困難なた

め，繰越をお願いするものでございます。次に，保健体育費の「第二学校給食セン

ター施設整備事業」４２万６千円でございますが，鈴鹿市第二学校給食センター建

設工事設計意図伝達業務契約において，今年度中に受託業者から部分払請求がない

場合，来年度の精算払時に執行額を確保する必要があるため，繰越をお願いするも
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のでございます。次に（２）変更の中学校費中学校建設事業」でございますが，こ

れは平田野中学校移転改築事業に係る繰越明許費でございますが，１２月市議会定

例会において，工期延期に係る繰越として，補正前の欄に記載の１１億７,７２０万

円を認めていただきました。これに加え，この度，同じく平田野中学校移転改築事

業に係る駐輪場移転改築工事において，今年度中に，受託業者から部分払請求がな

い場合，来年度の精算払時の執行額を確保する必要があるため，駐輪場移転改築工

事の契約額の当年度分である１,５４０万円を加えまして，補正後の欄に記載の１１

億９,２６０万円の繰越をお願いするものでございます。最後に，４番の地方債でご

ざいますが，「中学校建設事業」及び「給食センター施設整備事業」は，それぞれ，

平田野中学校移転改築事業及び第二学校給食センター施設整備事業に関する起債で

ございまして，いずれも，国の負担金及び補助金が増額されたことに伴い，その補

助金額に基づき算出される地方債が増額することによるものでございます。よって，

限度額を，中学校建設事業については，５億２,７９０万円から７億７,８３０万円

に，給食センター施設整備事業については，３,２００万円から８,３２０万円に増

額をお願いするものでございます。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人件費を除きました「平成２５年度

鈴鹿市教育費第５号補正予算案」につきまして説明申し上げます。３ページの「２ 

教育費補正額内訳」を御覧ください。博物館費の「管理運営費／光熱水費」７０万

円の増額補正でございます。内容につきましては，昨年の夏に，考古博物館の夏休

み子ども体験博物館における講座のほか，イベント開催の増により，来館者が増え，

空調のための電気使用料が増大したことが，大きな理由となっています。参考まで

に紹介させていただきますと，夏休みの体験講座については，昨年度は６講座であ

りましたが，今年度は１１講座の開催となりました。それに伴います来館者数につ

いても，昨年度は，７,９１０人でしたが，今年度は最終的には１万人を超えるもの

と予想しております。そうしたなか，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，予算の増額補

正を，お願いするものでございます。説明は，以上でございます。よろしく御審議

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）まず，つり天井の改修については止むを得ないと思います。次に，人件費

の増減は例年あることだと思いますが，例年に比べて増減が多いのでしょうか少な

いのでしょうか。 

 

（教育総務課長）通常の人事異動に伴います年度間調整がほとんどでございますが，例
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えば，保健体育総務費において，保健給食グループの方で中学校給食に備えて人員

を加えたこともありまして，１人増となって増額となっております。 

 

（福嶋委員）多少増減があるということは，むしろ適正配置の結果ということだと思っ

ています。それと，考古博物館の光熱水費の増額については，むしろ，しっかり活

動していただいた結果であると思いますので，評価をさせていただきたいと思いま

す。昨年度は，水光熱費が節約できましたという報告をいただいたと思いますが，

そういう面も考えると適正で，評価できるのではないかと思います。 

 

（下古谷委員）３の繰越明許費の（１）の中の小学校維持修繕費についてですが，説明

では道路の改修の予算ということで，道路の境界を決めるのに時間がかかったとい

うことでしたが，境界を決めるというのは，どこまでが自分の土地ですよというこ

とを決めるのに，相手方との協議に時間がかかったということなのでしょうか。 

 

（教育総務課長）稲生小学校は，古い集落の中に建っている学校でして，周りの道路が

狭い道路に囲まれている状況になっています。このような中，児童数が増加してい

る状況がありまして，将来的に普通校舎棟を１棟建てる計画にしております。そう

しますと，今は，接道する道路が狭いとセットバックといいまして道路後退をしな

いといけないことになっています。その４ｍの道路幅を確保するために道路後退を

する部分が，学校敷地の東側について軒並み関係しておりまして，長い距離の境界

を決めないといけない状況でありましたが，その期間が思ったより時間がかかりま

した。ですから工事着手が年度末になり，工期が３月いっぱいでは確保できません

ので，そういう意味で年度内の完了が困難になりましたので繰越をさせていただく

ものでございます。 

 

（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，お諮り

します。議案第１６１５号「平成２５年度鈴鹿市教育費第５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）御異議ないようですので，議案第１６１５号を原案のとおり承認いたします。

続きまして，報告事項に移らせていただきます。１番目の「平成２５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２５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，説明申し上げます。１ページを御覧ください。

まず，平成２５年度小中学校卒業証書授与式は，中学校は，平成２６年３月１４日，
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小学校は，平成２６年３月２０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，別紙の通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。 

『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９月，ＩＯＣ総

会において２０２０年東京オリンピック，パラリンピックの開催が決定しました。

その最終プレゼンテーションの中で，日本チームとして最初にスピーチをしたのは，

女子走り幅跳びのパラリンピック選手で，５.０２ｍのアジア記録を持つ，佐藤真海

さんでした。病気で右足を失い，義足で陸上競技を続ける佐藤さんは，スピーチの

中で「私は目標を決め，それを越えることで喜びを感じ，自信が生まれました。そ

して私にとって大切なのは，私がもっているものであって，私が失ったものではな

いと学びました」と語っています。佐藤さんのスピーチは，ＩＯＣ委員のみならず

世界中の人々に感動を与え，東京でのオリンピック，パラリンピック開催を決定づ

けるものになったと言われています。佐藤さんは，子どもの頃からスポーツが大好

きな少女でした。大学に入学すると，憧れていたチアリーディング部に入部し，充

実した毎日を過ごしていました。しかし，大学２年の時，右足首に骨のガンが見つ

かり，診察を受けてからわずか数週間で，膝から下を切断しました。右足を失った

佐藤さんは生きる希望を無くし，しばらくは家で泣いてばかりいる日々が続いたそ

うです。佐藤さんに転機が訪れたのは，障害者の陸上競技を見学した時のことでし

た。知人に勧められ義足をつけて走ってみると，歩くのに近いスピードでしたが，

５０メートルを走ることができたのです。「走る」という感覚に，再び出会えたこと

で，佐藤さんの気持ちは，「自分はもう何もできなくなった」という諦めから，「も

っとチャレンジしてみたい」という意欲へと大きく変化します。その日から，パラ

リンピックへの出場を目指し，練習に打ち込む日々が始まりました。義足を付けて

の練習は，痛くて辛いものでした。記録が伸びずに苦しんだ時もありました。それ

でも自分の可能性を信じ，努力を積み重ねた佐藤さんは，アテネ・北京・ロンドン

と３大会連続でパラリンピックへの出場を果たしたのです。そして，２０１３年の

国際大会では，アジア記録を更新するという偉業を成し遂げています。卒業生の皆

さん，皆さんにも無限の可能性があります。未来の自分を決めるのは，今をどう過

ごすかにかかっています。自分で限界を決めたり，挑戦する前に諦めたりせずに，

目標に向かって努力する気持ちを大切にしてください。そして，それぞれが持って

いる素晴らしい個性を磨き，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，数々の御支援をいただきました保護者の皆様や関係の方々に深く感謝
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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２６年３月２０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。 

『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，ノーベル平和

賞候補にパキスタンの１６歳の少女，マララ・ユスフザイさんが最年少で選ばれ話

題になりました。彼女は，小学生の頃，自分と同じくらいの子どもたちが，生活の

ために働く姿を目の当たりにし，貧困や紛争のために学校に行くことができない，

その姿に大きな衝撃を受けました。それから彼女は，教育者である父とともに，子

どもたちの教育を受ける権利を求めて，演説等の活動に力を入れるようになりまし

た。彼女の活動に反対する組織から脅迫されても，決して活動を辞めませんでした。

しかし，１６歳のある日，マララさんはその組織によって頭部に銃撃を受けてしま

います。パキスタンでは治療することが難しく，イギリスの病院に運ばれ，一命を

とりとめたのです。彼女は，今も命を狙われる危険があるために，祖国に帰ること

ができません。その様な境遇にあっても，彼女は「すべての子どもたちが教育を受

けられる世界にするために，これからの人生をささげるつもりだ」と語っています。

このようなマララさんの取り組みや銃撃後の不屈の精神をたたえて，国際連合は彼

女の１６歳の誕生日である７月１２日をマララデーと名付け，世界の若者のリーダ

ー５００人を国連本部に招きました。彼女はその時の演説を「一人の子ども，一人

の先生，一冊の本，そして一本の鉛筆が，世界を変えるのです。」という言葉で力強

く締めくくっています。今でも，世界には学校に行きたくても行けない子どもが 

５７００万人もいます。彼女は，このような子どもたちも「知識という武器」と「言

葉の力」を身につけ，「連帯と絆という盾」をもち，ともに声を上げることで，世界

の現状を変えていこうと訴えているのです。卒業生の皆さんは，これまでの１５年

間で，自分の意思を表現する力とそれを支えるたくさんの知識を身につけています。

どうか，将来への可能性を信じ，自らの成長のために学び続けてください。そして，

蓄えた力をもとにして，これからの人生で幾度となく直面する困難を乗り越え，た

くましく未来を切り開くとともに，よりよい社会を築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，数々の御支援をいただきました保護者の皆様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２６年３月１４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。 
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（福嶋委員）毎年，その年々の出来事に関わる良い内容になっていますが，この告辞は，

どのようなメンバーでどれくらいの期間をかけて検討していただいているのかお尋

ねします。 

 

（指導課長）今年の場合は，人物や内容について８月ごろから課の職員全員がリサーチ

を始め，本格的に作り出したのは，１２月ごろからです。こういう人物でこういう

内容で作っていこうということを決めて作業に入り，課内で会議を何回か行いまし

て，このような形となりました。 

 

（福嶋委員）入念に行っていただいているのですね。ありがとうございます。 

 

（岡井委員）本年度を象徴するような人物を取り上げていただき，非常に感激しており

ます。特に佐藤真海さんのお話は，挫折に負けない，限界を作らないという，今の

子どもたちに求められる非常に良い内容であると思います。それで，まず２ページ

ですが，中ほどに，「５.０２ｍ」とありますが，「５ｍ２ｃｍ」と読んだ方が良いの

ではないかと思いますので検討してください。それから，下から３行目に「膝から

下を切断」という表現がありますが，少しきついように思いますので，「手術の結果，

膝から下を失いました」というような表現にした方が良いのではないでしょうか。

それから，次のページの１行目に「転機」という言葉がありますが，小学６年生で

あれば分かると思いますが，「そんな佐藤さんの気持ちに変化が起きたのは」という

ような分かりやすい表現の方が良いのではないかと思いました。 

 

（下古谷委員）私も，今の岡井委員の言われた部分は「そんな佐藤さんの」というよう

な表現が良いと思います。それと，中学校の告辞の最後から７行目の「切り開く」

は「切り拓く」が正しいのではないのかということが気になりました。 

 

（委員長）子どもたちにとって大きな節目になる卒業式の告辞としてよく考えてあると

思います。ただ一つ残念なのは，先日のソチオリンピックでの浅田真央さんの滑り

というのが，本当に良くがんばった滑りであって，非常に感動があったのですが，

時期的に遅かったなあということを思っておりました。 

 

（岡井委員）細かいことですが，４ページ中ほどの「脅迫されても，決して活動を辞め

ませんでした。」という部分ですが，この部分の「辞める」は職を辞める場合であっ

て，活動を止める場合には使わないのではないかと思いましたので御検討ください。

それと，今の部分の少し下に「彼女は今も命を狙われる危険がある」と書いてあり

ますが，こんなに子どものために教育を受けさせようという非常に良いことをして

いるのに，命を狙われるということが分かりにくいと思います。こんな平和的なこ
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とをしているのに，脅かす，命を狙うということはどういうことなのだろうと思い

ますので，このような表現を使わなくてもうまくつながる表現にならないかと思い

ます。ちなみに，どんな組織から命を狙われのかが分かれば教えてください。 

 

（指導課長）国の情勢があると思います。思想とか宗教等の関係があるようです。 

 

（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，２番目

の「第７回美し国三重市町対抗駅伝の結果について」をお願いします。 

 

（スポーツ課副参事）それでは，私からは報告事項の２番目「第７回美し国三重市町対

抗駅伝の結果」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。今年

で７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ました。昨年よりも，１分２４秒短縮

の２時間１７分１０秒でゴールし，本市は３位というすばらしい結果でありました。

これまでの６回の大会では優勝２回を含めすべて３位以内でしたが，今回も好成績

を残していただきました。小学生女子から始まりますレースは６区，７区では一時

１位になることもありました。駅伝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３部門で１位と好成績を残していただきました。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）今年は，当初，危ういかもしれないという報告を受けていましたが，それ

は克服できたということですね。 

 

（スポーツ課主幹兼振興グループリーダー）当初，今回につきましては不安がありまし

たが，結果的に１０名が総合的にバランスの取れたチームに仕上がったということ

で，こういった好成績につながったということを，監督からお聞きしております。 

 

（委員長）実業団の方が怪我をされたということをお聞きしていましたが，やはりその

方は，今回は，出場されなかったのでしょうか。 

 

（スポーツ課主幹兼振興グループリーダー）御本人のお話によりますと，次回大会に出

場するための治療ということで，今回辞退されたと伺っております。 

 

（岡井委員）ダイジェスト版で三重テレビの放送を見ましたが，一時は１位になったり

して，わくわくして見させていただきました。ありがとうございました。 
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（委員長）天候的にも寒くて大変だったと思いますが，監督も含めてよく頑張っていた

だきました。ありがとうございました。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，３番目の「体育功労者表彰について」をお願いします。 

 

（スポーツ課副参事）それでは，私からは報告事項の３番目「体育功労者表彰」につき

まして，説明申し上げます。８ページを御覧ください。体育功労者は，鈴鹿市表彰

規則に基づき体育の分野において優秀な成績を修めた者として国際大会に出場した

者及び全国大会で優勝した者を表彰するものでございます。受賞される皆様は，資

料に記載の方々でございます。表彰式につきましては，３月８日（土曜日）の９時

３０分より鈴鹿市ふれあいセンター内ふれあいホールにて開催予定です。なお，今

回の表彰式につきましては，鈴鹿市体育協会の優秀選手・団体表彰式と合同開催予

定です。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）こうして拝見してみますと，今後，国体も開催されますが，鈴鹿市の得意

種目というのはどういうものになるのでしょうか。 

 

（文化振興部長）得意種目ということですが，国体レベルでの得意種目なのか，三重県

レベルでの得意種目なのかということで，かなり変わってくると思います。実業団

チームでは，ホンダさんのラグビーは非常に強いですが，実業団の中ではまだトッ

プリーグには入れない状態，バイオレットアイリスさんについても頑張っていただ

いていますが，現在第５位といった状況です。ですから，どこを基準にして強み弱

みがあるのかということになりますので，非常に申し上げにくいところがあります。

どの大会に照準を合わせて何が強いのかということになりますと非常に難しいです

が，今度の国体に向けては，市内５団体が県の強化指定を受けていますので，この

５団体を中心にして強化を図り，三重県の代表として天皇杯，皇后杯の得点を上げ

ていただこうということは考えております。 

 

（下古谷委員）衛藤君ですが，過去には表彰されていないでしょうか。 

 

（スポーツ課主幹兼振興グループリーダー）衛藤さんですが，過去にもこの表彰を受け

ていらっしゃいます。先日，県の表彰においても受賞されています。 

 

（福嶋委員）鈴鹿工業高等専門学校では力を入れていらっしゃるのですか。 

 

（下古谷委員）指導者の先生は熱心な方です。 
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（委員長）先ほどの強化指定を受けている５団体というのは決まっているのですか。 

 

（スポーツ課副参事）本田技研鈴鹿製作所のハンドボール，軟式野球，ラグビー，それ

から女子ハンドボールチームの三重バイオレットアイリス，それと，鈴鹿国際大学

の女子ソフトボールチームの５団体です。 

 

（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１９日（水曜日）午前１０時から開催し

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，３月教育委員会定例会を３月１９日（水曜日）午

前１０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２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５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 


