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平成２６年１０月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２６年１０月７日（火） 午後２時から 

 

２ 場  所  鈴鹿市立神戸中学校 会議室１ 

 

３ 出席委員  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（篠原政也），参事（冨田佳宏），教育総務課長（前

田靖子），学校教育課長（山田洋一），教育指導課長（髙藤富子），教育支援課長（木

村元彦），参事兼文化課長（井上陽子），参事兼図書館長（大籔宏紀），考古博物館長

（澤井環），学校教育課主幹兼保健給食グループリーダー（善福一博），文化課副参事

兼文化財グループリーダー（宮崎哲郎），書記（永井洋一），書記（岡憲利） 

 

５ 議 事 

（１）鈴鹿市学校給食センター設置条例の全部改正について      （学校教育課） 

（２）中学校給食費の設定について                 （学校教育課） 

（３）学校運営協議会委員の任命について              （教育支援課） 

 

６ 報告事項 

（１）鈴鹿市第二学校給食センター調理配送業務委託業者の選定結果について 

（学校教育課） 

（２）専決処分（損害賠償の額の決定）の報告について        （学校教育課） 

（３）平成２６年度 佐佐木信綱記念館 特別展等の開催について   （文化課） 

（４）鈴鹿市立図書館サービス方針実施計画について         （図書館） 

（５）平成２６年度 企画展「役所－発掘調査から見える古代伊勢国－」（考古博物館） 

 

７ その他 

（１）１１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 ４人 

 

（委員長）ただ今，定刻となりましたが，会議に先立ちまして，一言，御挨拶申し上げ

ます。１０月１日から教育委員会委員長に就任しました下古谷です。どうぞよろし

くお願いします。平成２４年１０月に教育委員会委員になり，早２年が経ちました。

その間，鈴鹿市の教育全般に当たりまして様々な角度から学ばせていただき，少し

ずつ理解を深めてきたところございます。昨今では鈴鹿市，三重県のみならず日本
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の教育界では様々な改革が行われております。７月には教育再生実行会議で第五次

提言が出ております。そこでも，幼児教育から始まり，今の６－３－３年制の見直

しや，義務教育期間延長等にも触れられております。また，高等教育に目を向けま

しても，グローバル化だけではなく，色々な意味での高等教育機関の変革というこ

とで高度な再編が進められております。そのような中で鈴鹿市の教育をより良くし

ていくために，皆様と一丸となりまして頑張りますので今後ともよろしく願い申し

上げます。それでは，平成２６年１０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，岡井委員にお願いいたします。では，最初に，皆様に御報告申し上

げます。本日の定例会ですが，所用により伊藤委員が欠席されます。本日，御本人

から，鈴鹿市教育委員会会議規則第５条に基づく欠席届を提出していただいており

ますので，これを承認いたしたいと存じます。なお，本日は，委員の過半数が出席

いただいておりますので，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第２

項の規定により，会議を開催することといたします。それでは，議事に入ります。

１番目の議案第１６５４号「鈴鹿市学校給食センター設置条例の全部改正について」

をお諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市学校給食センター設置条例の全部を改正する条例を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，詳細は学校教育課長から説明いたします。 

 

（学校教育課長）それでは，私からは，議案第１６５４号，鈴鹿市学校給食センター設

置条例の全部改正について説明申し上げます。２ページを御覧ください。学校給食

法第６条では，「義務教育諸学校の設置者は，その設置する義務教育諸学校の学校給

食を実施するための施設として，二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要

な施設（以下「共同調理場」という。）を設けることができる。」としており，本条

例では，本市において設置された共同調理場の名称，位置等が規定されております。

現在，稲生四丁目に建設中である第二学校給食センターにつきましては，平成２７

年度の中学校給食の実施に向け，準備を進めているところでございますが，今回，

第二学校給食センターが新設されることを受け，名称や位置，また，職員に係る規

定の整理を含めた所要の改正を行うものでございます。改正の内容については２ペ

ージのとおりでございます。よろしく御審議賜りますようお願いします。 

 

（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）この条例の中にあります運営委員会は，おおよそ何名ぐらいを予定してい

るのでしょうか。 
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（学校教育課長）運営委員会につきましては，数名程度で考えております。第二給食セ

ンターの所長や，関係する中学校長の代表，そして事務局として私たちも加わらせ

ていただく予定です。 

 

（福嶋委員）何回くらい開催する予定ですか。 

 

（学校教育課長）必ず何回という規定はありませんが，年に定例で２，３回行い，それ

に加えて臨時でも開催する予定です。 

 

（福嶋委員）改正に関しての異議はありません。第二学校給食センターも始動しますの

でよろしくお願いしたいと思います。また，運営委員会でもより活発な意見を出し

ていただき，円滑に美味しい給食が提供できるように取り組んでいただきたいと思

います。 

 

（委員長）第１条の部分で，地方教育行政の組織及び運営に関する法律は昭和３１年，

学校給食法は昭和２９年でかなり昔のものですが，その後，改正されず今に至って

いるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）改正は順次されていますが，最初に制定された日がここに載っており

ます。それをそのまま表記しています。 

 

（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，お諮り

します。議案第１６５４号「鈴鹿市学校給食センター設置条例の全部改正について」

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１６５４号を原案のとおり承認いたしま

す。続きまして，２番目の議案第１６５５号「学校給食費の設定について」をお諮

りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）中学校給食費を設定するについて，鈴鹿市教育委員会教育長事務委任等規則

第２条の規定により，この議案を提出します。なお，詳細は学校教育課長から説明

いたします。 
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（学校教育課長）それでは，私からは，議案第１６５５号，「中学校給食費の設定」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。中学校給食の給食費につき

ましては，鈴鹿市中学校給食準備委員会を設置し，その価格の妥当性を検討してい

ただきました。中学校給食準備委員会におきましては，現在の小学校給食で使用し

ている御飯，おかず，牛乳などの給食用物資の価格を参考として，学校給食摂取基

準に定める中学生が１食当たり必要とする栄養摂取量に換算した給食内容及び分量

を基に必要な額を検討していただいたところ，給食費は，月額４,７００円が妥当で

あるという提言を受けました。いただいた提言内容を教育委員会事務局において検

討しましたところ，小学校給食と同様に，質を落とすことなく，安全で安心な給食

を提供するために，中学校給食費については，提言どおり，月額４,７００円と設定

いたしたく，提案いたします。なお，設定の条件，価格算定の試算は，項目２，３

に示したとおりでございます。なお，給食開始日についてですが，本市の中学校現

場において初めての給食であること，また，年度初めの４月は在校生の新学年への

移行を始め，複数の小学校から入学してくる新入生への対応や教職員の人事異動な

ど，非常に繁忙な時期であることから，開始時期を少しずらすとともに，全学年を

対象とする給食リハーサルを４月中に，複数回実施することにより，調理配送面，

学校内における動線確認，生徒及び教職員の役割等についての検証を行い，安心し

て中学校給食を開始できるように５月１日から完全実施としたいと考えております。

なお，５ページは，県内各市町の学校給食費の状況でございます。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します。 

 

（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）給食リハーサルについては，何回ぐらい行う予定でしょうか。 

 

（学校教育課長）これから業者との打ち合わせや，予算のこともあり詳細は決定してお

りません。４月中旬から下旬にかけて何度か行いたいと検討しております。また，

対象は５月１日からの完全実施の給食と同じような形で全生徒と教職員も含めて，

行う予定です。 

 

（岡井委員）月額４,７００円という数字は，消費税が２％上がることも見込んで，当分

の間はその他諸般の事情にも対応できる金額になっているのでしょうか。 

 

（学校教育課長）消費税が１０％に上がることに関しましては，想定されることではあ

ります。ただ，消費税増税分につきましては，詳細には発表されておりませんので

正式に発表を待つことになります。その際に２％分をどうしていくかを検討いたし

ます。場合によっては２％程度の値上げもその時点で判断することがあります。ま

た，中学校給食費がそのままで良いかという点につきましては，小学校給食費の設
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定を基準にし，現在の小学校の給食費も月額４,１００円で運用しておりますので，

この金額で妥当と考えております。ただ，食材価格や様々な物資の値上がりが行わ

れており若干苦しい状況です。そういった食材価格等の推移も注意深く見ていきな

がら，量や質の確保に影響が出そうな場合は，その時点で見直しも考えることにな

ると思います。 

 

（福嶋委員）安心・安全というキーワードがありましたが，地場産の物を使う等の様々

な取り組みがあると思います。「鈴鹿市の場合は特にこういうところに力を入れてや

っていこうと，だからこの金額なのですよ。」といったところがあればお伺いします。 

 

（学校教育課長）どの地域でも地産地消に力を入れており，本市においても条例があり，

そのことに取り組んでおります。農林の担当部局や納入業者との情報交換の場を設

定し，この時期はこの野菜をこれくらい使うということを事前にホームページで知

らせる等，地産地消の率を上げる取組を継続していく予定です。 

 

（委員長）３の価格算定のところで，主食の御飯は小学校７０ｇ，中学校１００ｇで計

算されていますが，私が調べてみますと中学校は平均１１０ｇと文部科学省のホー

ムページに出ていたと思います。鈴鹿市では少ないのには理由がありますか。 

 

（学校教育課長）文部科学省から学校給食の標準食品構成表が通知されています。そこ

では生徒１２歳から１４歳の場合，米飯は１００ｇと示されておりますので，その

数字に従って算出させていただきました。 

 

（委員長）私が見ましたのは１１０ｇでしたが，ホームページから調べたので，本当の

データでなかったのかもしれません。 

 

（学校教育課長）手元資料には１００ｇとなっていますが，一度調べて次回に報告させ

ていただきたいと思います。 

 

（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１６５５号「学校給食費の設定について」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１６５５号を原案のとおり承認いたしま

す。続きまして，３番目の議案第１６５６号「学校運営協議会委員の任命について」

をお諮りします。 
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（書記）議案を朗読 

 

（教育長）地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４７条の５第２項の規定に基づ

き学校運営協議会委員の任命を行うについて，鈴鹿市教育委員会教育長事務委任等

規則第１条第１０号の規定により，この議案を提出します。なお，詳細は教育支援

課長から説明いたします。 

 

（教育支援課長）それでは，私からは，議案第１６５６号の学校運営協議会委員の任命

につきまして説明申し上げます。７ページを御覧ください。この度，資料にござい

ますように，愛宕小学校学校運営協議会委員につきまして，変更の申請がございま

した。委員の変更につきましては，鈴鹿市立学校に設置する学校運営協議会の組織

及び運営に関する規則第４条第３項で，「委員の辞職等により欠員が生じたときは，

教育委員会は，校長の推薦により新たな委員を任命することができる。」とあり，第

５条第２項で，「第４条第３項の規定により任命された委員の任期は，前任者の残任

期間とする。」と定められております。従いまして，この規定に基づき本議案を上程

させていただきますので，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）お辞めになられる理由は個人的な理由でしょうか。それとも，例えば運営

委員会が忙しいからといった理由からでしょうか。 

 

（教育支援課長）御自身の一身上の御都合と学校長から聞いております。 

 

（福嶋委員）分かりました。 

 

（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１６５６号「学校運営協議会委員の任命について」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１６５６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「鈴鹿市第二学校給

食センター調理配送業務委託業者の選定結果について」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１番目，鈴鹿市第二学校給食センタ
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ー調理配送業務委託業者の選定結果について説明申し上げます。１ページを御覧く

ださい。第二学校給食センターの調理配送業務につきましては，民間委託で行うこ

ととし，業者選定については，公募型プロポーザル方式を採用することが平成２５

年７月の行政経営会議で決定され，同年７月の教育委員会定例会にて報告させてい

ただいたところでございます。「１ 業務名」は，鈴鹿市第二学校給食センター調理

配送業務委託でございます。「２ 業務委託期間」は，平成２７年３月から平成３１

年７月までの５３箇月，４年と５箇月の長期契約となります。「３ 優先交渉権者」

として決定した事業者は，株式会社東洋食品と申しまして，会社概要は記載のとお

りでございます。「４ 選考方法」は，先に申しましたように公募型プロポーザル方

式を採用いたしました。これは，参加希望者を募って調理配送業務の提案を総合的

に評価して，受託事業者を選定する方法です。「５ 参加事業者」につきましては，

愛知・岐阜・三重の東海３県内において，１日最大調理能力７,０００食以上の学校

給食施設の業務実績を有する４事業者からの参加がございました。「６ 決定」は，

鈴鹿市第二学校給食センター調理配送業務委託事業者選定委員会の選定に基づき決

定したものでございます。２ページにまいりまして，「７ 選定委員会」は，資料に

記載の７人の委員にお願いし，委員長は三重大学大学院生物資源学研究科の准教授

で，地産地消が専門の内山智裕先生に務めていただきました。「８ 選定経過」につ

きましては，選定委員会で，まず事業者の選定方法について審議を行い，プロポー

ザル実施要領を始め，評価基準や仕様書の決定がなされ，それに基づき，表に記載

がありますように，事業者募集のためのプロポーザルの公告，書類審査である第１

次審査，プレゼンテーションや質疑応答を行う第２次審査を経まして選定されたも

のでございます。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）今回決定された東洋食品は，プロポーザルの中で特にどのようなところが

際立っていたのでしょうか。あるいはプレゼンテーションではこのようなことが述

べられた等の説明をお願いします。 

 

（学校教育課長）選定委員会で決定していただきましたときの審査講評が公表されてお

りますので，その部分を抜粋して説明いたします。「東洋食品の提案は，細やかな事

前調査がなされており，地元産野菜の活用方策，効果的な職員配置，本社と連携し

た厳しい衛生管理体制，業務従事者の高い正規比率等，全国各地の学校給食調理業

務受託実績，豊富な給食センターの新規開設実績による知識と経験に基づく優れた

ものであり，具体性及び実現性の観点からも，今後の積極的な取組が期待できるこ

とから，高い評価につながった。」となっており，その後で「鈴鹿市と綿密な連携を

とりながら，提案内容の着実な実績を求めたい。」と締められております。このよう

なことが審査講評として選定委員会から出されております。 
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（福嶋委員）４社の中で評価が良かったということになるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）選定結果につきましてはホームページでも公開しております。価格を

除きますと東洋食品ともう１社の２社がレベル的には同じ位でした。価格も含めた

総合判定では東洋食品が選定された形になりました。 

 

（福嶋委員）価格的には東洋食品はその４社の中でどれくらいだったのでしょうか。 

 

（学校教育課長）４社の中では一番安い値段を出していただいています。 

 

（岡井委員）３の（７）に近隣受託施設とありますが，候補に挙がった上位２社につい

て実際に受け持っている施設の実地見学，調査は行ったのでしょうか。 

 

（学校教育課長）実際に実地調査は委員，事務局含めても行っておりません。東洋食品

が優先交渉権者に決定しましたので，今後，実際にどのような活動をしているかに

ついて視察等も含めて検討しております。 

 

（委員長）業務委託期間が５３箇月間と非常に長いのですが，例えば２年で見直すとい

った案はなかったのでしょうか。 

 

（学校教育課長）調理配送業務はとても大きな事業です。短期間ですと業者が入らない

可能性もありますので，ある程度の期間が必要であると考えております。例えば鈴

鹿市に出張所や営業所等を作ってもらうことなども含めて，そういった対応をして

いただくにはある程度の期間が必要と考え，５３箇月間という期間を設定いたしま

した。 

 

（福嶋委員）この施設で働く方は，東洋食品さんが全員連れていらっしゃるのか，ある

いは地元の方を雇用されるのか，いかかでしょうか。 

 

（学校教育課長）地産地消と合わせて地元の方の採用はこのような事業を行う場合は当

然大きな要素となりますので，その点は他の参加業者も提案しておりました。その

中で先ほど講評にもありましたように正規比率が高いことと，当然，当初は専門的

な方を要所においていただく必要があるのですが，次第に地元の採用も増やしてい

きたいということをどこの業者も話しておりました。よって次第に地元採用を増や

していただき，さらに正規率も含めて高めていってもらえればと考えております。 

 

（福嶋委員）なるべく地元の方の採用を増やしていただいて，地元の子どもたちにより
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良いものを食べてもらおうといった意欲が湧いていただければ良いなと思いました。 

 

（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「専決処分（損害賠償の額の決定）の報告について」をお願いします。 

 

（学校教育課長）それでは，続きまして報告事項の２番目，専決処分の報告について，

説明申し上げます。３ページを御覧ください。損害賠償の額の決定及び和解に係る

専決処分の報告でございます。昨年度から今年度にかけて，中学校給食の受入のた

めの施設改修を各中学校で実施しており，天栄中学校においても本年６月から１２

月までの工期で，給食用エレベータや保管室などの設置工事を実施中でございます。

この工事のため，校舎周辺にある来客及び職員用の駐車場が使用できないことから，

運動場の一部に臨時駐車場を設置しておりますが，平成２６年７月１１日に，サッ

カー部の部活動中に生徒の蹴ったボールが，臨時駐車場の周囲に設置されていた仮

設フェンスを越えて駐車中の車に当たり，車体の右側フェンダー部分を破損すると

いう事故が発生いたしました。この事故につきまして，自家用車の所有者との示談

が成立いたしましたので，地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき専決処分を

し，同条第２項の規定により，報告を申し上げるものでございます。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。 

 

（委員長）御意見もないようですので，３番目の「平成２６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）それでは，私からは報告事項の３番目，「平成２６年度佐佐木信綱記念館特

別展等の開催」につきまして説明申し上げます。今回の特別展は，「信綱の交遊録－

『明治大正昭和の人々』を中心に－」と題して１１月５日（水）から１２月１４日

（日）にかけて３４日間開催いたします。佐佐木信綱は，明治５年，石薬師の地で

生まれ昭和３８年に没するまで数え年で９２歳の長寿を全ういたしました。生涯を

通し，その身辺には良き先達，良き友，良き後進が集い，多くの人々との交流が見

られました。自著である『明治文学の片影』や『ある老歌人の思い出』『明治大正昭

和の人々』では，様々な人々との交友の一端に触れています。特に，自伝三部作の

一つであります『明治大正昭和の人々』では，約２５０名の著名人との交遊を記し

ています。今回の特別展では，その著『明治大正昭和の人々』を中心に，交遊の跡

がうかがえる関係資料を通して，学界や芸術界のみならず，政界や財界と交遊の輪

を持っていた信綱の一面を御紹介します。本特別展の主な展示資料としましては生

涯の恩人にあたるチェンバレン直筆の短冊をはじめ，森鴎外，夏目漱石，尾崎紅葉，

芥川龍之介ら著名な文人からの書簡に加え，戦後日本の礎を築いた政治家といわれ
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る吉田茂，広辞苑の編纂・著者である新村出，歌舞伎役者中村歌右衛門からの書簡

など信綱の幅広い交遊関係が伺える資料でございます。また，特別展期間中の１１

月９日（日）に佐佐木信綱顕彰会と共催で講演会を開催いたします。二部制でござ

いまして，第１部は，文化課学芸員による特別展の解説，第２部は，「信綱と一葉・

緑雨」と題し花園大学講師であり，本市の文化財調査会会長を務められる衣斐弘行

さんに，御講演賜ります。特別展期間中より多くの方々に来館いただけますように，

ポスターやチラシ，市ホームページや広報すずか等で市内外に広く周知を図ってま

いりたいと考えております。説明は以上でございます。 

 

（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）今回，信綱を中心に，明治・大正・昭和の著名な人々との交友関係を披露

していただくわけですが，今までなかった試みだと思います。このような企画はど

なたが中心となってコーディネートしていただき，資料の収集や，展示を行ってい

るのでしょうか。 

 

（文化課長）特別展については，すべて学芸員が中心となって行っております。 

 

（福嶋委員）お一人では大変かなと思われるくらい，たくさんの交遊録や資料がありま

す。信綱ファンの方も多くいらっしゃるので，鈴鹿市だけでなく広範囲に告知等を

していただくと良いのかなと思います。文化課からも支援をお願いいたします。 

 

（文化課長）それに関しましては，全国といいますと大げさになりますが，交流のある

市町や，様々な記念館等にも全てポスター，チラシを送らせていただいて周知をさ

せていただく予定です。 

 

（福嶋委員）今回の資料は，記念館が持っている資料が多いのでしょうか。それとも借

りる資料が多いのでしょうか。 

 

（文化課副参事兼文化財グループリーダー）基本的に信綱の資料は記念館で多くを所有

しておりますので，今回の特別展では記念館で所蔵しているものです。１点だけ展

示に値するものがあるということで，学芸員が図書館から借用してきたものがあり

ました。基本的には今回は記念館の所蔵品です。 

 

（福嶋委員）常々，きちんと整理されているのですね。 

 

（委員長）１１月５日から１２月１４日までの特別展の開催中にどれくらいの方がいら

っしゃると予想されているのですか。 
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（文化課副参事兼文化財グループリーダー）昨年度の実績ですが，３４日間の開催期間

で５４９名の来館者がございました。 

 

（委員長）５４９名ですね。今年はそれを上回る来館者を目指しているということです

ね。 

 

（文化課副参事兼文化財グループリーダー）そうでございます。 

 

（委員長）ありがとうございます。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，４番目の「鈴鹿市立図書館サービス方針実施計画について」をお

願いします。 

 

（図書館長）それでは，私からは，報告事項の４番目「鈴鹿市立図書館サービス方針実

施計画」について説明申し上げます。８ページを御覧ください。平成２６年４月に

鈴鹿市立図書館サービス方針を策定いたしましたので，その方針を実効あるものと

して総合的に推進していくために，当実施計画を策定いたしました。実施計画の期

間は平成２６年度から平成３０年度までの５年間としています。また，実施計画の

進行管理につきましては，進捗状況を検証する方法として内部評価を行うとともに，

鈴鹿市立図書館運営委員会の委員による外部評価を受けて，次年度事業に活かす進

行管理に努めてまいります。次に９ページ，進行管理を行う上で内部評価・外部評

価を実施するための成果指標と目標値を方針ごとに設定しました。方針１から方針

６までの各指標の目標値は，現状値の１０％から５０％増としています。ここで数

値の訂正をお願いします。方針２の「行事等への参加者数」の目標値を「２,０００

人」から「２,８００人」に，「大活字本の貸出冊数」の目標値を「１,９００冊」か

ら「２,４００冊」に訂正をお願いします。次に１１ページ，実施計画の内容ですが，

年度別工程の凡例として，二重丸は計画・検討を，白抜矢印は調査・研究を，網掛

矢印は実施・継続を表しています。まず，方針１では，情報拠点としての多様な資

料の蓄積を掲げ，多様な資料の収集や資料のデータベース化，電子化された新しい

媒体の調査・研究に取組んでまいります。次に１２ページの方針２では，それぞれ

のニーズに合ったサービスの充実を図ることとしています。特に，今後も高齢者の

利用が多く予想されることから，大活字本などの資料を更に充実させ，高齢者ニー

ズに応じたサービスの提供を図ってまいります。また，幼児・児童向けには，年齢

に合った資料の充実に努めるとともに，ボランティアの協力を得て各公民館等で読

み聞かせや映画会などを開催し，本に親しむ機会を提供します。次に１４ページの

方針３では，利用者の課題解決に向けた支援として，メールによるレファレンスの

受付や，来館が困難な方には電話や郵送によるサービスを提供に努めます。また，

多様な学習機会を提供するために，資料展示や各種講座なども実施することとして
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います。次に１５ページの方針４では，既存施設の計画的な整備・改修を行い，施

設の延命化を図るとともに，中長期的な課題である，図書館整備に係るコンセプト

等の調査・研究を進めてまいります。次に１７ページの方針５ですが，ボランティ

ア団体や市民団体と協働・連携して，図書館づくりを進めることが最も重要なこと

から，積極的にボランティアの育成に努めるとともに，活動の場も提供します。ま

た，学校図書館との連携・協力では，学校関連資料の充実や小学校の社会見学や教

員の社会体験学習の受入れなど，子どもたちの読書活動の支援を行っていくことと

しております。また，江島カルチャーセンターについては，公益財団法人鈴鹿市文

化振興事業団と協議を図り，図書館の分館を進めてまいります。最後に，１９ペー

ジの方針６の，柔軟で弾力性のある運営体制の構築については，図書館サービスを

効率的に提供するため，窓口カウンターなどの業務委託の検討を進めます。また，

図書館サービスを担う職員が持続的に質の高いサービスを提供できるよう，人材育

成を図っていくこととしております。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。 

 

（岡井委員）９ページの成果指標についてですが，平成３０年度における目標値の根拠

となるのは，全国平均や三重県，近隣図書館の平均などでしょうか。 

 

（図書館長）成果指標の目標値といたしましては，平成２５年の現状値に基づき，何パ

ーセント増加させる等として決めました。「行事等への参加者数」は少し多めに設定

してありますが，その他に関しては約１割増で設定しております。 

 

（文化振興部長）成果指標の設定につきましては館長が説明いたしましたが，方針１か

ら施策の取組内容を具体的に記載しております。こういった活動を行うことによっ

て，これくらいまで増やせるであろうという想定を行う中で目標値を設定いたしま

した。市の活動指標から目標値を決めさせていただきました。 

 

（岡井委員）１４ページの中段には施策の取組内容として「検討します」という表現に

なっており，１２ページの上段には「調査・研究を行います」となっています。「調

査・研究」と「検討」では「検討」の方が実現までに遠いため，このような表現に

なっているのでしょうか。もう一点，調査・研究の白抜矢印についてですが，平成

３０年まで矢印がずっと延びています。これは平成３０年を過ぎても矢印が続いて

いく可能性がないとも言えません。完璧な調査・研究でなくても今から３年後には

結果を報告しますといったことをお願いしたいと思います。 

 

（図書館長）調査・研究をしている期間が長いと言われるのは良く分かります。期間が

長い部分は当然予算に絡む部分がありまして，建物の修繕やＩＣタグの導入などに
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ついてもかなりの金額がかかってきます。そのことを考えて白抜矢印にさせていた

だきました。「検討」と「調査・研究」の違いについてですが，「検討」は単年度で

行い，その後は「調査・研究」となります。 

 

（委員長）今の白矢印に関連して１４ページの施策８「来館利用が困難な人に対するサ

ービス」についてですが，やはり御本人においては大変困っておられるのだろうと

思いますので，できるだけ早い時期の実行を目指していただきたいと思います。 

 

（文化振興部長）確かに施策８以外は，新たな図書館を建てる中でしか行えないものが

たくさんあります。例えばＩＣタグ化して全て連動させるには，今の図書館施設で

は非常に難しいため，中長期的に新たな図書館のコンセプトを考えるのと平行して

考えていきましょうとなっております。ただ，今おっしゃっていただきました１４

ページにつきましては，もう少し前倒しで実施ができますように，少し矢印を変更

させていただいて，できれば２９年度ぐらいからは実施できるように予算も確保し

ながら行っていきたいと思います。 

 

（委員長）ありがとうございます。 

 

（福嶋委員）こういうことを行うのに人材や予算はとても重要になってくると思います。

今，スタッフは何人で運営しているのでしょうか。正規，非正規の比率もお伺いし

ます。 

 

（文化振興部長）正規職員が６名で２名が司書資格を持っています。嘱託職員は１１名

で内１０名が司書資格を持っています。また，窓口業務に８名の臨時職員を雇用し

ております。その他，配本業務に従事する再任用職員２名ということで人員構成し

ております。 

 

（福嶋委員）割と正規の職員は少ないのですね。 

 

（文化振興部長）司書資格を持っている正規の職員の雇用はなかなか難しく，雇用しよ

うとすると図書館専用職員にどうしてもなりがちです。市としてもスペシャリスト

を雇用する方向で進めていくのか，ゼネラリストを雇用していくのか，人事も色々

検討しております。色々な職場に配属されますので，以前からスペシャリスト採用

はあまり行っておりません。固定した職場になりがちの正規職員の司書というのは

なかなか難しいです。どうしても，嘱託職員を雇用して運営しているのが現状です。 

 

（福嶋委員）学芸員もそうですが，できるだけ正規職員の方が望ましいと思います。予

算の関係もあれば，もちろん嘱託職員で司書の方も必要だと思いますが，なるべく
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スペシャリストを育てる方針があることが本来は望ましいのではないかなと思いま

す。 

 

（文化振興部長）確かにおっしゃられることは十分理解できます。ただ年齢構成のこと

や，そこでスペシャリストを雇いますと，その方がずっとその職場にいた時に，い

かに新陳代謝を図っていくかが問題になってきます。例えば６名の方を一緒に雇っ

た時に，新たに人数を増やすことができず世代間ギャップが生まれてしまう等の弊

害がある場合もあります。そのような面は人事と協議しながら総合的に考えていき

たいと思います。 

 

（福嶋委員）ここには予算の獲得の目標値がないのですが，これは難しいのでしょうか。 

 

（文化振興部長）今は部への予算配当で，その中で自分たちの部でどのような予算をつ

けるかという方法ですので，どれだけ確保するかということは非常に難しいです。

例えば文化振興部内の文化課やスポーツ課の予算を削ったりする必要があります。

今はどちらかというとややマイナスシーリングで予算の枠が減っている中での確保

となってきますので，目標値の設定は難しい部分があります。色々な財源確保に努

めて，なるべく予算を増やしていく方向は考えております。 

 

（福嶋委員）お金の工面は大変で悩ましいところがあると思います。ボランティアの方

についての目標値がありますが，だいたいどれくらいの人数が必要なのでしょうか。 

 

（図書館長）ボランティアにつきましては，現在の実績で登録者数は８４名いらっしゃ

いまして，目標値で１００名をあげています。ボランティアの方がたくさんいらっ

しゃればもちろん助かりますが，ボランティアの方に活動の場を提供するのが私ど

もの使命となります。実際，図書館ボランティアとして一番大きいのは読み聞かせ

でございまして，これは月４回行っており，それを担っていただいている方の人数

は全体の半数を占めております。それ以外に，図書の整理や開館の手伝い等があり

まして，これらは少ない人数です。こちらの業務の方に，ボランティアの方を増員

していくことも考えています。 

 

（福嶋委員）ありがとうございます。 

 

（岡井委員）１３ページから１４ページにかけて高齢者向けや障がい者の方，あるいは

外国人向けサービスについて具体的な取組を挙げていただいてあり，非常に良いと

思います。さらに改善，サービスの拡大と書いてありますので，これらも充実させ

てもらい，広報，周知も行っていただきたいと思います。それから，方針３に「レ

ファレンスサービス」とあります。図書を貸出すだけではなく，このレファレンス
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サービスが大事ではないかと思います。９ページのレファレンスの利用状況を見ま

すと，現状は２９７件，目標は４５０件ですが，現状が非常に少ないと思います。

一つは，「レファレンス」という言葉が難しいのではないでしょうか。例えば，「調

べ事」や「あなたの欲しい情報」といったような表現にして，市民の方がいらっし

ゃった時に「レファレンス」をもう少し分かりやすい日本語にしてはいかがでしょ

うか。「調べ物相談」や「情報にすぐお答えしますコーナー」等ですね。こういった

ことをもう少し研究してほしいと思います。 

 

（図書館長）「レファレンス」という言葉は全国的にかなり流通している言葉になってい

ます。分からないことがあるとレファレンスコーナーに専門の職員がおりまして，

そこで内容を答えるだけではなく，その内容についてはこういった参考図書があり

ますと案内するところまで司書の仕事となっています。最近では資料を紹介するだ

けではなく，一つ進んだ回答の仕方も行っています。 

 

（文化振興部長）来ていただいた方に分かりやすい表記など，一度，全国的にどのよう

に案内しているか等を調査させていただき，市民の方に分かりやすい表記を検討し

ていきたいと思います。先ほど図書館長が言いましたように一般的にこの言葉は使

われておりますので，このような計画の中では使わせていただきながら，実際の表

記の中では平易な言葉を考えていきたいと思います。 

 

（委員長）レファレンスサービスというのは単純に調べ物をしたいのでカウンターに行

って，こういう風な関連の資料があったら教えてくださいと言えば，何か資料を出

してきてもらえるのだと思います。その先の，本ではなく学術論文的なものまで紹

介してもらえるのでしょうか。 

 

（図書館長）その先の詳しい資料や内容の紹介になりますと，鈴鹿市の図書館にある資

料だけではなく，最近は，資料の検索が県の方にもつながっていますので，県の図

書館や他の図書館が所蔵する本を検索して紹介することもあります。 

 

（委員長）そうするとかなり色々と調べられると思いますので，現状値の２９７件は少

ないのでもっと利用件数が上がったほうが良いと思います。 

 

（図書館長）レファレンス件数が少ない理由ですが，現在，２階の参考図書室にレファ

レンス担当の司書が１人おります。また，１階にもレファレンス担当の窓口はある

のですが，そこは図書の紹介だけではなく，図書館の利用登録も兼ねて行っており

ます。この１階の窓口での問い合わせもレファレンスとして数えますとかなりの件

数になりますが，本市の場合は，１階の件数をレファレンスとしてカウントしてお

らず，２階のレファレンスの数のみにしているといった状況があるためです。 
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（福嶋委員）図書館は学習室がいつも満員になっているのではと思いますが，そういう

状況をどのように解決していこうと考えられていますか。 

 

（図書館長）学習室が満員になっている場合，会議室や視聴覚室が空いていれば開放し

ていました。学習室には約１００名が入るのですが，そこがいっぱいになりますと，

隣の会議室に２０名程度，視聴覚室の机を並べなおして８０名ほど入りますのでそ

れで対応しています。実際，今年開放した件数は８回ほどです。これは夏休みでは

なく多くの学校で試験時期が重なったため利用者が多くなり開放しました。 

 

（文化振興部長）今後は学校との連携ができないかなと思っております。夏休みの限ら

れた期間でも良いので，中学校の図書館でその学校の生徒たちが利用できる期間を

設定する等です。この辺りは教育委員会との相談になります。夏休みは中高生の利

用が多く，図書館として限られたスペースですので，図書館に来ていただいても良

いし，学校に行っていただいても良いという形になり，少し余裕もできるかと思い

ます。ただ，これは学校側の色々な事情もあると思いますので，今後の検討課題に

したいと思います。 

 

（福嶋委員）学生たちが学ぶ場を提供することは良いことで，他の部署も積極的に提供

してもらえたらと思います。視聴覚室についてですが，視聴覚室はけっこう使われ

ているのでしょうか。 

 

（図書館長）視聴覚室の利用については限定されておりまして，生涯学習関係の催しに

ついてのみで，一般の方には開放しておりません。その理由としまして，視聴覚室

は無料の施設ですので文化会館の施設の貸出とは全く異なり，関係者のみへの貸出

になっています。各施設の年間利用回数は１４５回となっております。今後はせっ

かくあるスペースがもったいないので，図書館の方でもいろいろな啓発行事等を考

え，人を呼び込むということをサービス方針実施計画に基づき実行していきたいと

思います。 

 

（福嶋委員）古典での学習会や読書会に興味を持っていらっしゃる方もおり，源氏物語

を読む等，そういう企画をしてもらったりすると良いと思います。 

 

（岡井委員）１９ページの施策３「図書館サービスに対する評価・検証」について，「評

価を公表し，次年度の運営改善を図ります。」と書いてあります。次年度に生かすた

めに毎年度評価されるということだと思いますが，その下の６８番の項目に「成果

指標によって，定期的に評価を行うとともに」とありますので，９ページの６個の

成果指標についてだけ評価を行うのか，それとも取組内容６９項目全てについて毎
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年定期的に評価をしていくのでしょうか。 

 

（図書館長）成果指標は全部で１０個あるのですが，項目６８には「ＰＤＣＡサイクル

を踏まえた進行管理を行う」とありますので，それ以外のものも全て評価を行って

次年度の運営に生かしていきたいと考えております。 

 

（文化振興部長）訂正をさせていただきます。成果指標は大きく６つの項目があり，そ

の中で細かく１０点を設定しております。この成果指標の目標値を達成するための

様々な活動が１１ページ以降となっています。よって，その活動が成果指標に結び

ついているかどうかについて，ＰＤＣＡを回しながら運営委員会による検証を行っ

ていただくということでございます。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，５番目の平成２６年度企画展「役所

～発掘調査から見える古代伊勢国～」をお願いします。 

 

（考古博物館長）報告の前に一言，御礼を申し上げます。先月９月２０日に博物館で開

催いたしましたミュージアムコンサートへは，委員の皆様はじめたくさんの方に来

ていただきました。天候にも恵まれ盛況のうちに終えることができました。ありが

とうございました。それでは，私からは報告事項の５番目，平成２６年度企画展「役

所－発掘調査から見える古代伊勢国－」につきまして説明申し上げます。２０ペー

ジのチラシを御覧ください。印刷の関係上まだ白黒になっておりますが御了承くだ

さい。本企画展につきましては，１０月１１日（土）から１２月１４日（日）まで

開催をいたします。今からおよそ１,３００年前，鈴鹿市は古代伊勢国の中心であり，

その役所である伊勢国府の遺跡は，広瀬町・西冨田町にまたがる長者屋敷遺跡であ

ることが確認されています。また，国分町の伊勢国分寺跡に隣接する狐塚遺跡にお

いて，河曲郡の役所である郡家が良好な姿で調査されています。この河曲郡は現在

の河曲地区をはじめ，神戸，西条，千代崎辺りまでを含んでおります。今回の企画

展では，伊勢国府・河曲郡家とともに，伊勢国に特徴的な斎宮・鈴鹿関といった特

殊な役所，伊勢国内の郡家関連遺跡及び周辺の国府などについて，硯・墨書土器・

木簡そして腰帯（飾りの付いたベルト）など，役所に特徴的な出土遺物約１４０点

を展示して，古代国家の地方支配のしくみと役所の役割について考え，知っていた

だく内容となっております。なお，関連講座としまして，１１月２２日（土）に愛

知県埋蔵文化財センターから永井邦仁さんをお招きして「尾張国府からみた伊勢国

府」と題して講演していただきます。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）時々，講演会に行かせていただくのですが，結構たくさんの視聴者がいら
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っしゃって驚いています。考古学のファンの方は高年齢ではありますが本当に多い

のだと感心しております。今回の講演も多面的な内容で興味をもって拝見しており

ました。 

 

（考古博物館長）講演会にはたくさんの方がおみえになるのですが，最近は小さなお子

さんや小中学生の方で考古学ファンの方もいらっしゃいます。結構詳しく熱心に聞

いていらっしゃいます。 

 

（委員長）この期間でだいたいどれくらいの来場を見込まれていますか。 

 

（考古博物館長）日数としては４０日以上ありますので４００名ぐらいを目指したいと

思います。 

 

（委員長）ぜひ子どもから大人まで幅広い年齢の方に来ていただいて興味を持ってもら

いたいと思います。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。「１１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）１１月教育委員会定例会を１１月１３日木曜日午前９時３０分から開

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，１１月教育委員会定例会を１１月１３日木曜日午

前９時３０分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１０月

教育委員会定例会を終了いたします。ありがとうございました。 

 

１０月教育委員会定例会終了 午後１５時８分 

 

以上会議の顛末を録し，ここに署名する。 

 

委員長 下古谷 博司 

 

委 員 岡井 敬治 


