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平成２７年２月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日時 平成２７年２月４日（水）午前９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 下古谷博司，福嶋礼子，岡井敬治，伊藤久仁子，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），生涯学習課長（白塚山隆彦），参事兼スポー

ツ課長（藤井康彰），参事兼図書館長（大籔宏紀），考古博物館長（澤井環），子ども

家庭支援課長（瀬井より子），書記（永井洋一），書記（岡憲利） 

 

５ 議事 

（１）平成２７年度鈴鹿市教育費予算案について 

                    （教育総務課・文化課・子ども家庭支援課） 

（２）教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正について （教育総務課） 

（３）鈴鹿市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 

                                （教育総務課） 

（４）鈴鹿市立幼稚園条例の一部改正について           （学校教育課） 

 （５）鈴鹿市いじめ問題対策連絡協議会の委員の委嘱又は任命について （教育支援課） 

（６） 鈴鹿市いじめ問題解決支援委員会の委員の委嘱について    （教育支援課） 

 

６ 報告事項 

（１）第８回美し国三重市町対抗駅伝について            （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 なし 

 

（委員長）定刻となりましたので，ただ今から平成２７年２月教育委員会定例会を開催

します。本日の会議録署名委員は，伊藤委員にお願いいたします。それでは，議事に

入ります。１番目の議案第１６６９号「平成２７年度鈴鹿市教育費予算案について」

をお諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 
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（教育長）平成２７年度鈴鹿市教育費予算案を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。詳細は教育総務課長，文化課長，子ども家庭支援課長から説明させていただ

きます。 

 

（教育総務課長）それでは，議事１番目の議案１６６９号，平成２７年度鈴鹿市教育費

予算案の概要について，説明いたします。私からは，教育費予算案の全体に係る部分

と具体的な事業に関しては，教育委員会事務局所管分について説明いたします。はじ

めに，議案書３ページの「１ 教育費予算」を御覧ください。平成２７年度の教育費

の総額は５４億２,９７８万６千円でございまして，平成２６年度と比べまして１５

億３,８４６万３千円の減額でございます。項別の内訳につきましては，教育総務費

が８億３,１２６万５千円，小学校費が１６億９,４２４万５千円，中学校費が６億 

 ６,３５６万４千円，幼稚園費が３億９,９２０万９千円，社会教育費が９億８,１８９

万６千円，保健体育費が８億５,９６０万７千円でございます。次に，本年度予算額

の財源内訳につきましては，国・県支出金が２億４,２８３万６千円，地方債が４億

６,０６０万円，その他が１億２,５２７万５千円，一般財源が４６億１０７万５千円

でございます。次に議案書には掲載しておりませんが，教育費予算の部局ごとの内訳

でございますが，教育費の総額５４億２,９７８万６千円のうち，教育委員会事務局

所管分は４３億４０５万６千円で，平成２６年度と比べ１６億１,６２７万９千円の

減額でございます。文化振興部所管分は，１１億１,２２１万９千円で，平成２６年

度と比べ，８,６３０万３千円の増額でございます。また，保健福祉部所管分として，

子ども家庭支援課が計上した教育費分は，１,３５１万１千円で，平成２６年度と比

べ，８４８万７千円の減額でございます。続きまして，４ページの「２ 地方債」を御

覧ください。「小学校建設事業」２億６,１９０万円は，稲生小学校校舎増改築に関す

るもの，「中学校建設事業」３,８１０万円は千代崎中学校屋内運動場及び白鳥中学校

武道館のつり天井改修工事に関するものでございます。公民館施設整備事業について

は，後ほど，文化振興部から説明申し上げます。次に，議案書５ページから３７ペー

ジまでは，教育費予算案に関する歳入及び歳出の説明書でございますが，これにつき

ましては，議案をもって説明に代えさせていただきます。次に，３８ページから４３

ページまで，教育委員会事務局所管分の各種事業のうち，主要な事務事業について，

掲載させていただいておりますので，１事業ずつ説明させていただきます。「総合教

育会議等運営費」６４万６千円は，法律改正により，平成２７年度から市長と教育委

員会の協議・調整の場として，総合教育会議を設置する必要がありますことから，そ

の運営に係る経費を計上しております。この総合教育会議においては，教育施策に関

する大綱を策定する他，教育等に関する重要施策や児童生徒の生命身体に関する重大

事項について協議・調整を行うこととしております。また，現在の教育振興基本計画

が平成２７年度をもって策定後５年が経過し，平成２８年度以降の取り組むべき施策

内容を定めていく必要がありますのでそのための経費も計上しております。なお，本

事業は，平成２７年度からの新規事業でございます。「教育情報化推進費」２,０００

万円は，今年度の補正予算で，小学校の教職員用の校務用パソコンの整備をさせてい
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ただきましたが，引き続き平成２７年度は，中学校の教職員用の校務用パソコンを整

備するための経費を計上したものでございます。本事業は，平成２７年度からの新規

事業でございます。「幼稚園型一時預かり事業費」３９４万２千円は，「子ども子育て

新制度」の実施に伴い新設した事業でございまして，私立幼稚園の在園児を対象に，

通常の教育時間の前後や長期休業中などに一時預かり事業の実施を希望する私立幼

稚園に対して，国や県の補助も受けまして，一時預かり事業を委託するための経費で

ございます。本事業は，平成２７年度からの新規事業でございます。「国際化教育推

進事業費」３,３２７万１千円は，これまでに引き続き小中学校へ外国語指導助手や

英語アシスタントを派遣するとともに，合川小学校における特別の教育課程による外

国語教育を支援する経費を計上しております。「教職員資質向上推進事業費」７０３

万６千円は，ＩＣＴ教育をはじめとした教職員の資質向上のための研修講座の開催や，

主に若手教職員を対象とした教職員の授業力向上等のための嘱託職員の配置等，教職

員の専門性の研鑽や総合的な人間性の育成を図るための経費を計上しております。

「教材開発研究事業費」３０万円は，教育課題の研究や指導資料の作成等にかかる経

費を計上しており，平成２７年度については，ＩＣＴを活用した授業実践にかかる研

究及び郷土教育に関する教材開発に取り組んでまいります。「ＩＣＴ教育推進モデル

事業」４８２万８千円は，平成２６年度に引き続き，ＩＣＴを活用した教育推進のた

めのモデル事業として，合川小学校，稲生小学校及び平田野中学校をモデル校として，

タブレット端末を活用した授業づくりの研究を行ってまいります。「学校図書館デザ

インサポート事業費」４８万６千円は，学校図書館の環境整備を目的に「みえ森と緑

の県民税市町交付金事業」を活用し，小学校３０校に三重県産木材を使用したブック

スタンドを整備するための経費を計上しております。本事業は，平成２７年度からの

新規事業でございます。「外国人児童生徒サポート事業費」５,０１１万６千円は，外

国人児童生徒への適応指導，日本語指導，学習支援，就学支援等に係る経費を計上し

ております。「不登校対策推進事業費」５６６万７千円は，不登校児童生徒への登校

支援や学校における適応支援のためのスクールライフサポーターの配置や，適応指導

教室のけやき・さつき教室の管理運営に関する経費等を計上しております。「いじめ

防止対策推進事業費」７４万５千円は，今年度策定しました「いじめ防止基本方針」

に基づき，いじめ問題対策連絡協議会やいじめ問題解決支援委員会における情報共有

や協議により，総合的ないじめの未然防止対策を講じていくための経費を計上してお

ります。「施設管理費維持修繕費」１億１,５００万円は，小学校における維持修繕費

でございまして，庄野小学校の高圧受電設備工事等，各種の維持修繕工事を実施する

ほか，平成２６年度から５か年の計画で実施しております単独給食調理室の改修工事

を行い，老朽化した単独給食調理室の施設・設備の改善を図ってまいります。なお，

平成２７年度は，白子，神戸，桜島，鼓ヶ浦の４小学校の調理室の改修を予定してお

ります。「学びサポート環境づくり事業費」１億４６７万４千円は，小学校における

少人数指導対応，特別支援教育対応及び土曜授業対応の非常勤講師や特別な支援が必

要な子どもに対する，介助員，看護師を雇用するための経費を計上しております。「稲

生小学校施設整備費校舎」４億１,３０５万２千円は，児童数の増加に対応した，普

通教室棟の増改築工事費を計上しております。本事業は，第５次鈴鹿市総合計画実施
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計画の重要事業でございます。「木の薫る心やすらぐ空間づくり事業費」１６０万円

は，学校の相談室の環境整備を目的に「みえ森と緑の県民税市町交付金事業」を活用

し，中学校５校に三重県産木材を使用した相談用の机及び椅子を整備するための経費

を計上しております。本事業は，平成２７年度からの新規事業でございます。「学び

サポート環境づくり事業費」４,０７７万２千円は，中学校における少人数指導対応，

特別支援教育対応，土曜授業対応及び天栄中学校区の英語教育に係る小中連携対応の

ための非常勤講師や特別な支援が必要な子どもに対する，介助員を雇用するための経

費を計上しております。「平田野中学校施設整備費旧校舎」１億２,１９２万７千円は，

旧平田野中学校の解体工事費及び旧平田野中学校用地の処分に係る測量業務等の経

費を計上しております。本事業は，第５次鈴鹿市総合計画実施計画の戦略的事業でご

ざいます。「教育施設環境整備費つり天井改修」５,７１９万２千円は，千代崎中学校

屋内運動場及び白鳥中学校武道場のつり天井の改修工事費を計上しております。本事

業は，第５次鈴鹿市総合計画実施計画の重要事業でございます。「神戸中学校施設整

備費旧校舎」５,１０３万９千円は，旧神戸中学校用地の処分のための埋蔵文化財発

掘調査にかかる経費を計上しております。本事業は，平成２７年度からの新規事業で

ございます。「教育施設環境整備費アリーナ改修」３,０００万円は，千代崎中学校屋

内運動場アリーナの改修費として，床面を張り替えるための経費を計上しております。

本事業は，平成２７年度からの新規事業でございます。「石薬師幼稚園施設整備費旧

園舎」６９７万１千円は，今年度廃園となりました石薬師幼稚園の園舎を解体する経

費を計上しております。本事業は，平成２７年度からの新規事業でございます。「学

びサポート環境づくり事業費」１,１５３万７千円は，幼稚園における特別な支援が

必要な子どもに対する，特別支援補助員を雇用するための経費を計上しております。

「青少年対策推進事業費」１１万円は，今年度策定を進めております，第３次子ども

の健全育成推進基本計画に基づく各種事業の推進に係る経費を計上しており，子ども

会議の開催等を予定しております。「安全安心ネットワーク推進事業費」３６９万４

千円は，青色回転灯パトロールの実施や子どもの安全教育に係る経費を計上しており

ます。本事業は，第５次鈴鹿市総合計画実施計画の戦略的事業でございます。「コミ

ュニティ・スクール推進事業費」３８０万円は，学校運営協議会の協議を活かした特

色ある学校づくりの推進，及び地域コーディネーターを中心とした学校の支援活動に

係る経費等を計上しております。本事業は，第５次鈴鹿市総合計画実施計画の戦略的

事業でございます。「第二学校給食センター管理運営費」２億７,８１１万３千円は，

第二学校給食センターの管理運営に係る経費でございまして，調理配送業務の委託費，

光熱水費，施設の保守管理委託費，消耗品購入費，給食のリハーサルにかかる費用，

その他事務費等を計上しております。本事業は，第５次鈴鹿市総合計画実施計画の戦

略的事業でございます。教育委員会事務局所管分については，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）それでは，平成２７年度教育費予算案のうち，文化振興部が所管いたしま

す予算概要について説明いたします。まずはじめに，文化振興部における平成２７年

度教育予算の編成方針について説明させていただきます。原則，財政配分額の範囲内
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での要求額とすることを目指し，事業の見直しをはじめ，予算額の大小に関わらずす

べての予算について精査を行うとともに，江島カルチャーセンターの図書館分館化な

ど，図書館改革に重点配分を行い，メリハリのある予算といたしております。一方，

平成２７年度は特殊建築物定期点検における３年に一度の建物点検の年に当たり，図

書館を除くすべての文化施設や公民館が対象となり，３２３万円ほどの増額となりま

した。また，天皇賜杯第７０回全日本軟式野球大会が三重県で開催され，会場地の市

町協賛金として，４０万円の負担金が発生するなど，単年度限りで予算増加となる要

素もございます。しかしながら，文化振興部の予算に直接反映はされませんが，人件

費を含めた事業費の見直しを積極的に行い，削減に努めることで，最小限の超過に止

めて要求をさせていただいたものでございます。以上が予算編成方針の概要でござい

ます。続いて４ページの２地方債を御覧ください。一番下の公民館施設整備事業１億

６,０６０万円の内訳は，栄公民館建設に係る１億３,７２０万円と，公民館バリアフ

リー整備に係る２,４３０万円でございます。議案６ページから３７ページまでの教

育費予算案に関する説明書については，議案をもって説明に代えさせていただきます。

次に，議案４４ページから４６ページに平成２７年度教育費予算において，文化振興

部が所管します各種事業のうち，主要な事務事業を掲載させていただいておりますの

で，説明させていただきます。「市民学習活性化事業費」６７万６千円は，市民へ専

門的分野の学習機会を提供するための市民アカデミー「まなベル」の経費及び保護者

を対象にした，家庭教育支援のための研修会「親なびワーク」の経費を計上いたして

おります。「森と緑の生涯学習事業」７７万円は，みえ森と緑の県民税市町交付金に

よる事業で，森林学習や森林での活動，木を利用したものづくり等に取組むことで森

と緑の理解を深めるための講座を公民館で実施するための経費でございます「史跡伊

勢国分寺跡/保存整備事業費」３,２５３万円は，伊勢国分寺跡の歴史公園整備が進ん

でおり，２７年度整備としては遺構表示や芝張りなどに係る経費でございます。本事

業は第５次鈴鹿市総合計画実施計画の重要事業でございます。「施設整備費」２００

万円でございますが，雨が降るたびに溢れ，地域の方からも要望のあった，伊勢国分

寺跡整備事業に伴う，排水路等の改修工事に係る経費を計上いたしました。「施設整

備費/栄公民館」１億８,９００万円は，栄公民館の新築移転事業に係る２７年度分と

して，建築工事，電気及び機械設備工事，外構工事の経費を計上させていただいてお

ります。本事業は，第５次鈴鹿市総合計画実施計画の重要事業でございます。４５ペ

ージでございます。「施設整備費/バリアフリー整備」２,６００万円は，加佐登公民

館のトイレ改修工事費，及び深伊沢公民館のトイレ増改築工事の設計に係る経費を計

上いたしております。本事業は，第５次鈴鹿市総合計画実施計画の重要事業でござい

ます。「管理運営費/施設管理費」３,２１２万７千円のうち，経年劣化が著しい図書

館の空気調和機の更新に係る経費を２,５００万円計上いたしております。次の，「管

理費/分館費」の５９２万４千円は，２６年度まで文化課所管の江島カルチャーセン

ターを２７年度から図書館分館として管理運営を行うための経費でございます。次は，

「管理運営費/運営・サービス事業費」１,９０５万９千円でございますが，このうち，

みえ森と緑の県民税市町交付金による，三重県産の木材を利用した書架や椅子等の図

書館用備品を購入する経費として８６５万５千円を計上しております。「地域住民ス



6 

ポーツ活動費」３６８万６千円は，各種スポーツ行事の運営に係る費用及び地区体育

振興費を計上いたしております。４６ページの「シティマラソン開催費」７００万円

は，第１８回鈴鹿シティマラソンの開催委託料でございます。「西部体育館/施設耐震

整備費」３１４万２千円は，西部体育館つり天井改修に係る実施設計の経費でござい

ます。本事業は，第５次鈴鹿市総合計画実施計画の重要事業でございます。以上で文

化振興部所管の予算概要説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し

上げます。 

 

（子ども家庭支援課長）それでは，私からは，平成２７年度予算につきまして，子ども

家庭支援課が所管する教育費について，説明申し上げます。資料１３ページを御覧く

ださい。就学事業費就学時健康診断費３１９万４千円のうち，５６万４千円を計上し

ております。当該事業の内容につきましては，就学支援委員会の委員報酬など，委員

会の運営に要する経費が，その主なものでございます。本年度に引き続きまして，幼

児・児童・生徒の障がいの種類や程度等の判断について，調査並びに審議を実施し，

適正な就学支援を行ってまいりたいと存じます。続きまして，１５ページを御覧くだ

さい。特別支援教育推進事業費２３万９千円を計上しております。特別支援教育につ

きましては，障がいのある幼児・児童・生徒一人一人を把握し，その持てる力を高め，

生活や学習上の困難を改善又は克服するため，適切な指導及び必要な支援を行うもの

でございます。平成１９年４月から，特別支援教育が，学校教育法に位置づけられ，

障がいのある幼児・児童・生徒の支援をさらに充実していく事となりました。このよ

うな状況のなか，文部科学省の早期からの教育相談・支援体制の構築事業を活用すべ

くその所要経費を計上いたしております。事業の内容といたしましては，専門的知識

を有する臨床心理士等と連携を取りながら，特別な支援が必要と思われる子どもとそ

の保護者に対し，相談と助言を行いながら，教職員に対しても，基礎的な知識や技能

の向上を図るための取組を実施していくものでございます。最後に，再度１５ページ

を御覧ください。教育相談事業費２５０万円を計上しております。こちらにつきまし

ては，子ども家庭支援課において，専門相談員として配置しております，教育相談員

の雇用に要する経費でございます。問題行動・しつけ・発達などの子育てや家庭問題

等についての相談や，臨床心理士と連携しながら，児童・生徒や保護者への相談及び

カウンセリングや教職員へのコンサルテーションを行い，発達検査などの補助や事故

発生時の緊急派遣に対応いたします。来年度も，子どもや保護者に専門性を活かした

教育相談を提供してまいりたいと存じます。また，この事業は，４６ページの平成２

７年度主要事務事業でございます。子ども家庭支援課関係予算の説明につきましては，

以上でございます。 

 

（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）子ども家庭支援課の今年の予算は大幅に減っているように感じますが，問

題はないのでしょうか。 
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（子ども家庭支援課長）特に減ったのは教育相談事業費だと思います。平成２６年度は

発達関係の臨床心理士の雇用につきましては，この教育相談事業費に計上しておりま

した。元々，発達検査等の発達に関わる業務が多いということで，こちらの方は，発

達の予算に組み込ませていただき，教育費からは組替えさせていただきました。 

 

（福嶋委員）少ない予算の中，頑張っていただきたいと思います。もう一点，中学校の

パソコン導入が新規事業で始まったということですが，小学校は昨年で終わったとい

うことで良かったでしょうか。また，これからパソコンの充実についてどのような計

画で進めていくのかお伺いします。 

 

（教育指導課長）小学校につきましては，今年度，小学校２８校にタブレット端末を配

備しました。この他に，ＩＣＴ推進モデル校として，平田野中学校，合川小学校及び

稲生小学校にネットワーク環境を整え，平田野中学校及び稲生小学校は４０台，合川

小学校は２０台のタブレット端末を配備しました。また，中学校９校に関してはノー

トパソコンを配備しています。今後の予定ですが，ネットワーク環境がなくても２８

校には２０台ずつありますので，そのタブレット端末を使用してどのように授業で活

用していくかということについて実践を行います。１２月に本格的に始まりましたの

で，そこから実践を色々行っており，その実践を広げられるよう発信を行っていきた

いと思います。それから，ＩＣＴ推進モデル校につきましては，環境に見合ったよう

な実践をしていただきたいと考えています。 

 

（福嶋委員）３８ページに書かれている校務用パソコンというのは各学校で何台配置さ

れているのでしょうか。各教師が使用できるというわけではないのでしょうか。 

 

（教育総務課長）そちらにつきましては，校務用のパソコンですので教職員用のパソコ

ンになります。平成２６年度につきましては，補正予算で小学校の約７０％の教職員

に配置することができました。平成２７年度は中学校で１８８台を配備し７０％にし

たいと考えております。今後できるだけ１００％に近付けていく計画でございます。 

 

（福嶋委員）では，各教職員に１台ずつが目標で，それが今は７割ということですね。 

 

（岡井委員）３８ページの主要事業について，昨年は一番初めに「特色ある学校づくり

推進事業」があったと思いますが，これは別の事業に集約されたのでしょうか。それ

から「教職員資質向上推進事業費」について，先ほどの説明で嘱託職員を配置すると

いうことでした。何人くらい，どのような内容で活動していただく予定でしょうか。

最後に４０ページの「学びサポート環境づくり事業費」は，小，中，幼とそれぞれあ

るわけですが，小学校のところでは，「土曜授業対応：土曜授業の充実に対応する」

となっています。具体的にどのような人的な活用をされるのですか。また，「臨時看

護師：看護師による特別支援学級籍児童の看護を行う」とあります，これも具体的に

常駐なのか，どういった対応をするのかをお伺いします。 
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（教育指導課長）まず，特色ある学校づくり推進事業については昨年度と今年度で２年

間に渡って行ってきており，それなりに成果があり，そしてそれを発信してきました。

来年度につきましては，その予算を学校配当という形にさせていただきまして，それ

ぞれの学校で，特色ある学校づくりを展開してもらおうと考えています。もう一点，

「教職員資質向上推進事業費」については，今現在，経験豊富な退職校長２名を配置

しております。来年度はもう１名の増員を図っていきます。５年目以下教員の層が厚

くなっておりますので，教職員の資質をいかに高めていくかということが，鈴鹿の教

育の課題となってくると思いますので，来年度はその３名を資質向上のために活用し

たいと考えています。 

 

（学校教育課長）「学びサポート環境づくり事業費」について説明いたします。まず，土

曜授業対応の講師についてですが，土曜授業が来年度から本格実施されるということ

で，当然，先生方の授業時数が増えることになります。この非常勤講師は直接土曜授

業を担当するということではなく，先生方の負担が増える分，各学校の規模に応じて，

週１時間から３時間の非常勤講師を配置することにより，土曜授業の対応に有効に役

立てていただくように考えております。２点目の臨時看護師の件についてですが，現

在，吸痰行為や糖尿の注射等の医療行為が必要なお子さんが小学校に在籍している状

況です。医療行為は学校の教職員ではできませんので，そういったお子さんに対し必

要に応じ看護師を配置しています。 

 

（教育長）配当の話でもう少し補足させていただきます。昨年度までは特色ある学校づ

くりということで，学校を抽出して部分的に行う事業の予算として３００万円があり

ました。それから図書館の図書を教育指導課で購入し配本するということで約２００

万円の予算があり，合わせて５００万円ほどありました。それらの予算を組み替えま

して，小中学校４０校に一律１３万円を配当し，全体で５２０万円ほど配当する形に

事業を変えました。特色ある学校づくりも図書の購入も学校長の裁量で行っていただ

くという予算に組み替えたということです。 

 

（委員長）「学びサポート環境づくり事業」ですが，４０ページから４２ページに幼，小，

中で挙げられています。これら事業費の大部分は基本的には人件費という考えでよろ

しいでしょうか。 

 

（学校教育課長）ほとんどが人件費です。 

 

（岡井委員）吸痰行為等を行っていただく看護師さんのことについてですが，どこかの

病院と提携していて，必要なときに連絡すれば来てもらうのか，ある程度毎日時間を

決めて来ていただくのか，その辺りはいかがでしょうか。 

 

（学校教育課長）基本的には介助員さんと同じで，１日５時間４５分の時間の中で在校
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いただくことになります。ただし，医療行為が限られた時間だけで良いお子さんにつ

きましては，短時間という形もあります。病院から来ていただくわけではなく，原則，

学校がある月曜日から金曜日まで毎日必要となってきますので，お仕事されていない

方で介助員の看護師版という形で雇用している形がほとんどとなっています。一つ例

外としまして，短時間で良いというお子さんに関してはお仕事をされている方で，そ

の時間に合わせて来ていただく方が今年度はお一人います。 

 

（岡井委員）家庭も安心できるので非常に良いことだと思います。 

 

（伊藤委員）３８ページの「国際化教育推進費」というのは英語教育に多くの予算をつ

けてもらっているなと感じました。中学校の外国語指導助手と，小学校の英語アシス

タントというのは，もう少し詳しくどういった方なのか説明をお願いします。 

 

（教育指導課長）グローバル化に対応した英語教育を進めていくという関係から，小学

校では３０時間英語アシスタントを派遣するという形でネイティブの方を派遣して

おります。それから，中学校における英語教育ですが，現在，ＡＬＴを全校に配置し

ております。 

 

（伊藤委員）現在，教育委員会の中にネイティブな方は全部で何人いるのですか。 

 

（教育指導課長）現在６名います。 

 

（伊藤委員）中学校に外国語指導助手として行っていただいて，その方たちが小学校に

英語アシスタントという形で行くこともあるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）小学校にも行くように配置しています。 

 

（伊藤委員）基本的に小学校の英語教育はネイティブの先生と担任の先生とで取り組む

形になるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）基本的には担任が教えます。ネイティブな発音等については英語アシ

スタントが教える形になっています。 

 

（伊藤委員）ありがとうございます。全般的にありとあらゆる状況を考えながら一生懸

命組んでいただいた予算だと思いますので苦労されたと思います。予算があるに越し

たことはありませんが，今後おそらく少子化ということもあり，日本全体の教育予算

は減少傾向で動いていく気がしてなりませんので，根底から考えを変えていただいて

予算がない中での教育も一つの課題に入れていただきたいと思います。その分，家庭

での保護者の方の認識や学校との連携をより深くしていただき，学校の管理職と保護

者の方が学校経営について，予算が少ない中で学校をどのように運営したいのかとい
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った意思の疎通を図っていただきたいと思います。 

 

（教育指導課長）先ほどの回答に付け加えます。ＡＬＴとして採用している方は６名い

ます。そのうちの１名が合川小学校を中心に行ってもらっています。もう一点，英語

アシスタントの中心となってもらう方として，嘱託職員の国際化教育指導員という方

を配置しています。 

 

（伊藤委員）合川小学校は一人常駐になるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）合川小学校については常駐という形で一人行っております。それから，

県の事業も受けており，そちらからも一人行っております。 

 

（伊藤委員）かなり手厚くネイティブの先生も配置していますので，１年後には子ども

達の成果がかなり出たという報告がいただけそうな気がします。 

 

（福嶋委員）色々参観に行かせていただきまして，教職員の教えるテクニックを向上さ

せることは今一番大きな課題なのかと思っています。是非，その中身を良く精査して

いただいて実りのあるように努めていただきたいと思います。もう一点お聞きしたい

のが，図書館では空調等の設備の不具合があり費用もかかるということですが，図書

館のこれからの構想はどのようにされる予定なのでしょうか。 

 

（図書館長）全体的な建て替えを含んだ問題につきましては，中長期的な考え方が必要

ですので，総合計画の中で考えて行きたいと思います。修繕についてはこちらにも上

がっておりますが，今年度は３階の空気調和機の更新の時期でした。修繕計画もあり

まして空気調和機も各階にあります。耐用年数も当然経過しており，３４年も経ちま

したので３階部分は更新します。また，１階，２階部分についての更新や，全体的な

修繕計画で耐震は大丈夫ですが，外壁の修繕等も残っています。その他の部分につい

ても５年先まで修繕計画があります。ただし，その辺りは予算がついてのことになり

ます。今はそのような現状です。 

 

（福嶋委員）文化振興部長からも図書館についての考えをお願いします。 

 

（文化振興部長）図書館をどうしていくのかということにつきましては，新たな中長期

計画を企画課で作っておりますので，その中で考えていきたいと思います。まずは，

今の施設をすぐに壊すわけにはいきませんので，長寿命化を図りながら分館方式を行

うのか等，色々な方法を計画の中で方向性を決めていけたらと思っています。それか

ら図書館の修繕につきましては，市のインフラについて，今後，何をどれだけしてい

かなければならないのかということを，市全体として公共施設のマネジメント白書を

作っており，図書館の計画もその中で整合を図りながら，計画的になるべく予算が平

準化できる形での要求を行っていきたいと思います。今図書館が取り組んでいくのは
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計画的な更新と，施設の中のソフト面であり，ソフト面にはお金がかかりませんので，

建物が古くても皆さんを惹きつけるようなことを行っていけば，もっと図書館に足を

運んでいただけるかなと思っております。今年度から色々な展開を行わせていただい

ていますので，来年度以降ますます進めていきたいと思います。 

 

（福嶋委員）図書館については市の知的な核になるところですので，従来の在り方にと

らわれずに，各学校の図書館や公民館の図書館等を視野に含めて考えていただきたい

と思います。 

 

（委員長）３９ページの「教材開発研究事業費」で３０万円予算計上されています。教

員の立場からしますと，金額的にはさほど多くないと感じます。もう一点，教材開発

は郷土教育に関するもの等となっていますが，将来的には教員の資質向上と平行して

進んでいくのかなと思います。アクティブラーニングといったものへの取組も近々入

ってくると思います。やはり教員の資質向上と教材開発をうまく連携させて，非常に

少ない予算の中でより活性化させるような方向でもっていっていただければと思い

ます。 

 

（岡井委員）９ページに寄附金としてトータルで６０万円ありますが，「教育用物品購入

費寄附金」の１０万円はどちらの方からいただいたのでしょうか。もう一点，寄附金

ということについてもう少し，例えば学校のこういった器具がほしいとか，情報用機

器があれば良いなといったことを，周囲なり企業にアピールしていくという方向性は

いかがでしょうか。あるいは学校が個々に，校区の中で志があるような企業や個人の

方がみえたら，そこへ寄附を募ってはどうでしょうか。 

 

（書記）９ページの「教育用物品購入費寄附金」についてですが，もちろん予算ですの

で，今の時点でどなたからいただくということは決まっておりません。歳入として，

仮置きで受ける形で作っておくというこということです。 

 

（岡井委員）予定ですね。寄附ということについてはいかがでしょうか。企業等に寄附

を仰ぐことはあまり好ましくないことなのでしょうか。 

 

（教育長）好ましくないということは無いです。他県では，コミュニティ・スクールに

絡んで，校長先生が学校区内の企業を回って財源をもらっているところもあります。

学校が行っても良いですし，教育委員会として動いても良いです。また，ＩＣＴを充

実するのにメーカーにお願いして，充実させているところもあります。決して行って

悪いということはありません。機会があれば私たちも行うべきだと思います。 

 

（委員長）私も何回か足を運んだことがあります。 

 

（岡井委員）そういう方法も考えていただければありがたいです。 
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（伊藤委員）３８ページ「幼稚園型一時預かり事業費」が新規になっています。これは

働くお母さんたちを援助するためや，私立幼稚園に延長保育を委託するということと

理解して良いでしょうか。 

 

（学校教育課長）この「幼稚園型一時預かり事業費」ですが，来年度から子ども子育て

支援新制度が始まることは御承知だと思います。現在，私学助成という形で補助金を

出していますが，この事業に移行した場合，この新しい一時預かり事業費の方から出

すということになります。移行が無ければ，現行と変わらない状況となります。ただ，

移行する可能性がある幼稚園があると聞いておりますので，この様な形で置いており

ます。もし移行がなければ，これは実際に使わない形になってまいります。 

 

（伊藤委員）分かりました。 

 

（岡井委員）４４ページ「森と緑の生涯学習事業」は非常に良い新規事業だと思います。

１館あたり７万円ということは，１１館ほど委託先を想定しているのだと思います。

フィールドワークをする，間伐材を活用したもの作りといった講座を３回以上実施さ

れるわけですが，７万円で相当上手に行っていただかないと金額的にも難しいように

思います。講師の方が来ていただくと謝金もいると思います。３回以上の中身につい

てですが，具体的な内容はどのようなものでしょうか。 

 

（生涯学習課長）「森と緑の生涯学習事業」につきましては，岡井委員がおっしゃるよう

に１１館で考えております。１館あたり７万円の委託料で１回あたりですと，２万円

から２万５千円となります。内訳については各公民館に任せておりますが，講師の謝

金や県内産の木材等の原材料費，それからサポーターやボランティアの方への謝金と

いう形でやりくりしていただきたいと考えております。時期的には主に子どもが対象

ですので，夏休みや冬休みを利用して行いたいと考えています。 

 

（教育長）これは県税の事業でしたか。 

 

（文化振興部長）そうです。１００パーセント補助の事業です。 

 

（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，お諮り

します。議案第１６６９号「平成２７年度鈴鹿市教育費予算案について」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１６６９号を原案のとおり承認いたしま

す。それでは，ここで休憩いたします。再開は１０時３５分とし，議案第１６７０号
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から，再開いたします。 

 

≪休憩≫ 

 

（委員長）では，続きまして，２番目の議案第１６７０号「教育長の給与及び勤務時間

等に関する条例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）教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例を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，議案第１６７０号「教育長の給与及び勤務時間等に関する

条例の一部改正について」を説明申し上げます。議案書の４８ページを御覧ください。

この条例の一部改正は，「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が一部改正さ

れ，教育委員会制度の改革が行われたことに伴い，所要の規定整備を行なうため，３

月市議会定例会に議案を提出するものでございます。教育委員会制度の改革の概要と

しては，１教育行政の責任の明確化２総合教育会議の設置及び大綱の策定３国の地方

公共団体への関与の見直しと大きく３点ございますが，このたびの条例の一部改正は，

教育行政の責任体制を明確にするために，新しく任命される教育長は，現行の教育委

員としての特別職と，教育長としての一般職を併せ有する立場から，教育委員会委員

長と教育長を一本化した教育委員会を代表する立場として，新たに特別職となること

から改正の必要が生じたものでございます。条例の一部改正の概要でございますが，

まず１点目としましては，教育長に支給する手当の改正でございます。５０ページの

新旧対照表を御覧ください。現在の条例では，教育長に支給する手当としまして，退

職手当のほか，第３条にある扶養手当，住居手当，通勤手当，期末勤勉手当の支給が

ございますが，法の改正に伴いまして，新しく任命される教育長は特別職の立場とな

りますことから，本市の他の常勤的な特別職への手当ての支給と同様にするため，期

末手当のみに改正しようとするものでございます。次に２点目としまして，第７条に，

職務に専念する義務の免除の規定を設けるものでございます。この度の法の改正では，

新しく任命される教育長は，特別職の立場となるものの，教育委員会委員長と教育長

の職務を行なうことから，その職責に鑑みて，勤務については常勤とすること，また，

職務に専念する義務を課す旨が規定されております。このことから，職務に専念する

義務の特例に関し新たに規定する必要が生じたため，第７条の「職務に専念する義務

の免除」規定を設けるものでございます。なお，改正条例が適用となるのは，現在の

教育長の任期満了後の平成２７年７月１日からとなる予定でございます。説明は，以

上でございます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

 

（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。
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特別職へ移行することはお金のこともそうですが，他に何か生じるようなことはあり

ますか。 

 

（書記）教育長は，現在，特別職の委員と一般職の教育長とが兼ね合わさった一般職の

職員になります。新しい教育委員会制度の方では，加えて教育委員会を代表する立場

になるということで，教育委員会委員長と教育長が一本化されます。教育長の責務，

責任については重くなります。 

 

（委員長）責務の方が重くなって，お金の方は少なくなるというのはどうなのだろうと

思いますが。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１６７０号「教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改

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１６７０号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（委員長）続きまして，３番目の議案第１６７１号「鈴鹿市委員会の委員等の報酬及び

費用弁償に関する条例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）鈴鹿市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例を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，議案第１６７１号「鈴鹿市委員会の委員等の報酬及び費用

弁償に関する条例の一部改正について」を説明申し上げます。この条例の一部改正に

つきましても，議案第１６７０号と同様に「地方教育行政の組織及び運営に関する法

律」の一部改正に伴い，所要の規定整備を行なうため，３月市議会定例会に議案を提

出するものでございます。５４ページの新旧対照表を御覧ください。まず，１点目の

改正としましては，法の改正により，教育委員会委員長と教育長を一本化した新たな

職が設けられ，教育委員会委員長の職が廃止されることに伴いまして，教育委員会委

員長の報酬額の項目を削除しようとするものでございます。次に，２点目の改正は，

教育委員の報酬額の改正でございます。新しい制度が実施されるこの機会に，県内の

他市との均衡を図るため，教育委員の報酬額を９万３,０００円から７万５,０００円

へ改正したいと考えております。なお，これらの改正については，先の条例改正と同

じく，現在の教育長の任期満了後の平成２７年７月１日から適用したいと考えており
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ます。説明は，以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願いいたしま

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。 

 

（委員長）特にありませんか。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１６７１号「鈴鹿市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正

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１６７１号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（委員長）続きまして，４番目の議案第１６７２号「鈴鹿市立幼稚園条例の一部改正に

ついて」をお諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市立幼稚園条例の一部を改正する条例を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，議案第１６６０号，鈴鹿市立幼稚園条例の一部改

正について，御説明申し上げます。資料は５５から５７ページでございます。今回の

一部改正は，平成２７年度から鈴鹿市立幼稚園の保育料を変更することに伴い，所要

の改正をするものでございます。平成２７年度の鈴鹿市立幼稚園の保育料につきまし

ては１２月の教育委員会定例会において報告しておりますが，その後，国が一部世帯

の保育料を引き下げることを決定しましたことから，前回の提案から変更が必要とな

りました。まず，その変更点から説明いたします。５７－１ページを御覧ください。

下線を付けた２箇所が，前回から変更した点でございます。前回の提案では，減免制

度による減免後の実質負担額を基に，市民税所得割非課税世帯の保育料を設定してい

ましたが，国が対象世帯の公立幼稚園の保育料の上限額を，従前の４,９００円から

３,０００円に変更したことに伴いまして，まず，２階層の考え方で，国の示す市町

村民税非課税世帯の軽減措置を加味して，という文言を新たに追加しました。次に，

３保育料（案）で，市民税所得割非課税世帯の保育料を年額５万５,２００円，月額

４,６００円から年額３万６,０００円，月額３,０００円に変更しました。以上が，

前回の報告事項の変更でございます。続きまして，今回の鈴鹿市立幼稚園条例の一部

改正についてですが，５７ページの新旧対照表を御覧ください。まず，第４条でござ

いますが，子ども・子育て支援新制度では，保育料は国が示した基準の範囲内で市町
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村が定めることとなっております。また，所得による応能負担も示されておりますこ

とから，現行の減免制度を踏まえて階層区分を設定し，条例では年額７万４,４００

円という上限額のみを定め，５７－１ページにお示しました各階層の保育料は，規則

で定めるとしております。第５条・第７条につきましては，生活保護世帯等への軽減

措置は階層区分により行うことになりますので，生活保護法の規定という記載をなく

すとともに，必要な事項は教育委員会規則で定めるとしております。他には，各条に

見出しをつけております。本件は，平成２７年４月１日より施行すべく３月市議会定

例会に上程してまいります。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。

新旧対照表を見ると，改正後の主語は「市長は」に変わってきておりますが何か意味

がありますか。 

 

（学校教育課長）４月から始まります子ども子育て支援新制度に関しましては，幼稚園

の所管は市長部局が基本となり，市が定めるとなっておりますので，「市長が」とい

う文言を入れております。 

 

（福嶋委員）この「保育料を軽減し，又は免除することができる」とありますが，これに

該当する方は何人，何パーセントぐらいいるのですか。 

 

（学校教育課長）人数は今年度の人数で目安とさせていただきますが，非課税世帯にあ

たる世帯で公立幼稚園の場合は約５パーセントの方が対象となります。 

 

（福嶋委員）この数値は今後増える可能性があるのか，それともずっと横ばいでいくこ

とを想定しているのでしょうか。 

 

（学校教育課長）景気の状態や雇用状況によって色々変動はあると思いますが，人数が

多くなりますので，ある程度横ばいか微増傾向という形で，今までは経過しておりま

す。今後の推移については難しいです。 

 

（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，お諮り

します。議案第１６７２号「鈴鹿市立幼稚園条例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１６７２号を原案のとおり承認いたしま

す。 
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（委員長）続きまして，５番目の議案第１６７３号「鈴鹿市いじめ問題対策連絡協議会

の委員の委嘱又は任命について」と，６番目の議案第１６７４号「鈴鹿市いじめ問題

解決支援委員会の委員の委嘱について」は，いずれもいじめ問題に係る組織の設置等

に関する条例の規定に基づく委員の委嘱等に関することでございますので，一括して

お諮りします。 

 

（書記）議案を朗読（第１６７３号，第１６７４号） 

 

（教育長）いずれの議案も条例に基づいてそれぞれの委員の委嘱又は任命を行うについ

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

を提出する。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１６７３号「鈴鹿市いじめ問題対策連絡協

議会委員の委嘱又は任命について」及び議案第１６７４号「鈴鹿市いじめ問題解決支

援委員会委員の委嘱について」は関連する事項でございますので，あわせて説明させ

ていただきます。それぞれの委員の委嘱又は任命につきましては，鈴鹿市議会１２月

定例会におきまして，「鈴鹿市いじめ問題対策連絡協議会の設置等に関する条例」及

び「鈴鹿市いじめ問題解決支援委員会の設置等に関する条例」が制定されましたこと

から，この度，各委員会の委員の委嘱又は任命をお願いするものでございます。まず，

「鈴鹿市いじめ問題対策連絡協議会」の委員についてでございますが，「鈴鹿市いじ

め問題対策連絡協議会の設置等に関する条例」第４条では，鈴鹿市立学校，教育委員

会事務局，三重県北勢児童相談所，津地方法務局，三重県警察の各職員及び教育委員

会が必要と認める者１５人以内で組織すると定められております。そこで，本条例で

の規定を基に，鈴鹿市いじめ防止基本方針を参酌し，資料５９ページのとおり１５人

の委員を委嘱又は任命いたしたいと考えております。次に，「鈴鹿市いじめ問題解決

支援委員会」の委員についてでございますが，「鈴鹿市いじめ問題解決支援委員会の

設置等に関する条例」第４条では，法律，医療，心理，福祉又は教育に関する専門的

な知識又は経験その他のいじめの防止等に関し必要な学識経験を有する者のうちか

ら６人以内で組織すると定められております。そこで，本条例での規定を基に，鈴鹿

市いじめ防止基本方針を参酌し，資料６１ページのとおり６人の委員を委嘱いたした

いと考えております。以上でございますので，よろしく御審議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）選んでいただいた方はそれぞれ優秀な方のようですので，ぜひお願いした

いと思います。いじめ問題解決支援委員会の委員の方は，市内に在住でしょうか。 

 

（教育支援課長）学識経験者の中には，お一人市外の方もいらっしゃいます。 
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（福嶋委員）市外の方も市内の方もいらっしゃるということですね。 

 

（教育支援課長）はい。 

 

（伊藤委員）いじめ問題が起こった時に，教育委員会の中でいじめ問題対策連絡協議会

に対して諮るかどうかを判断して召集するのでしょうか。 

 

（教育支援課長）いじめの問題が起こった際には，原則的に学校と教育支援課で対応し

ます。いじめ問題対策連絡協議会につきましては，そうしたいじめの現状ですとか未

然防止についての連絡，連携強化を図っていく組織になります。なお，重大ないじめ

問題が発生した場合につきましては，鈴鹿市いじめ問題解決支援委員会を招集するこ

とによって，そこでいじめ問題についての詳細な調査等を行うように考えています。 

 

（参事）いじめ問題対策連絡協議会の委員の中に，今後特別職となる教育長が入ってお

ります。ここは再考させていただきたいと思います。 

 

（福嶋委員）特別職になると，委員には不適合ということですか。 

 

（参事）この委員会で協議をして，最終決定するところにも教育長が入っていることに

なりますので，どうなのかと思います。気が付きませんで申し訳ありませんでした。

鈴鹿市いじめ問題対策連絡協議会の設置に関する条例の第４条に教育委員会事務局

の職員と謳ってありますので，事務局の中の職員を一人選ばせてもらおうと思います。

調整したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

（伊藤委員）この支援委員会は専門的な方が並んでいます。現実，鈴鹿市でこのような

方たちと協議しなければならないようないじめが起こっているのでしょうか。 

 

（教育支援課長）重大事案に関するいじめは発生しておりません。 

 

（伊藤委員）当事者や先生を巻き込んでの話し合いが一番理想だと思います。支援委員

会までいきますと，かなり法的な手段をとっていただかなければならないと思います

ので，大変ですができるだけ小さいうちに大人の方で感知できれば良いと思います。 

 

（福嶋委員）確認ですが，支援委員会は市長が必要なときに招集するということでしょ

うか。 

 

（教育支援課長）支援委員会に関しては教育委員会の附属機関として設置します。市長

が判断するものにつきましては，保健福祉部に設置します調査委員会を別途組織する

と条例で定めています。 

 



19 

（福嶋委員）支援委員会を招集するのは教育長でしょうか。 

 

（教育支援課長）教育委員会で召集します。 

 

（委員長）連絡協議会委員の１５名の方のおおよその年齢層を教えていただければと思

います。 

 

（教育支援課長）概ね４０歳代から６０歳代です。 

 

（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，お諮り

します。議案第１６７３号「鈴鹿市いじめ問題対策連絡協議会の委員の委嘱又は任命

について」は，鈴鹿市いじめ問題対策連絡協議会の教育委員会事務局からの委員の部

分を除いて，議案第１６７４号「鈴鹿市いじめ問題解決支援委員会の委員の委嘱につ

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，そのように承認いたします。続きまして，報告

事項に移らせていただきます。「第８回美し国三重市町対抗駅伝について」をお願い

します。 

 

（スポーツ課）それでは，報告事項の「第８回美し国三重市町対抗駅伝について」説明

申し上げます。今回で８回目となる本大会が，２月１５日の日曜日に三重県庁から伊

勢市の三重交通グループスポーツの杜伊勢陸上競技場を結ぶ１０区間４２.１９５キ

ロで開催されます。資料の１ページを御覧ください。本大会に参加いたします鈴鹿市

代表選手は，資料に記載の２７名でございます。本大会には，正規チームに加え，オ

ープン参加のチームを編成いたしますことから各区間に３名ないしは２名の選手を

登録しております。資料の２ページ，３ページは大会要項，４ページから６ページは，

これまでの大会の歴代記録及び区間賞が記載されておりますので御覧ください。なお，

当日は，レースの模様が三重テレビで放送されます。放送予定時間は，生中継が８時

３０分から１１時３０分，大会ダイジェストは夜の８時から１０時４５分でございま

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）いつも良い結果を出していただいて楽しみにしています。この選手はどの

ように選ばれるのでしょうか。 

 

（スポーツ課長）選手の選定に関しましては，鈴鹿市の陸上競技協会にお願いしていま

す。主に，今シーズンでの各競技会や記録会の記録により，小学生から一般まで含め
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てそれぞれの年代層について記録の良い方で，かつ当日参加できる方を選んでいただ

いています。 

 

（岡井委員）正選手と補充の選手について，どなたが出場するのかは前日に分かるので

しょうか。 

 

（スポーツ課長）出場選手に関しましては，一番記録の良い方から正規チームになりま

す。当然，体調等もありますので，土曜日に２９の市町が集まる開会式があり，その

前の監督会議で当日のエントリー表を提出します。そのような段取りになっています。 

 

（福嶋委員）今年も期待できそうですか。 

 

（スポーツ課長）過去７回の大会で２回の優勝も含め，全て３位以内に入賞しています。

今回は，前回３位の時とほぼ戦力が同じになっており，３位以内を狙っていると監督

はおっしゃっていました。各市町が良い選手をそろえてきていますので，非常に厳し

い状況です。 

 

（伊藤委員）こういう大会で結果を出していただいて，子どもの体力増強に少しでも影

響があれば良いと思いました。 

 

（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，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２３日月曜日午後３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）ただ今の提案に，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２３日月曜日午後３

時から開催することにいたします。それでは，ほかに何かよろしいでしょうか。 

 

（書記）事務局からでございます。本日，委員の皆様に参考資料としまして，平成２６

年度生活実態調査結果の概要についてを配布させていただきました。本日，この参考

資料についての説明はございませんが，鈴鹿市教育委員会活動を御理解いただくため

の参考資料ということで配布させていただきましたので御理解いただきたいと思い

ます。 

 

（委員長）それでは，これをもちまして２月教育委員会定例会を終了いたします。あり
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がとうございました。 

 

 

２月教育委員会定例会終了 午前１１時１０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 伊藤 久仁子 


