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平成２７年２月教育委員会臨時会会議録 

 

１ 日時 平成２７年２月２７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 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），参事兼スポーツ課長（藤井康彰），考古

博物館長（澤井環），書記（永井洋一），書記（岡憲利） 

 

５ 議事 

（１）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） 

（２）平成２６年度鈴鹿市教育費第５号補正予算案について     （関係各課） 

（３）鈴鹿市立学校の管理に関する規則の一部改正について     （学校教育課） 

（４）専決処分（鈴鹿市いじめ問題対策連絡協議会の委員の任命について） 

   の承認について                       （教育支援課） 

 

６ 報告事項 

（１）平成２６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（教育指導課） 

 

７ その他 

（１）３月教育委員会定例会及び臨時会の開催について       （教育総務課） 

 

８ 傍聴人 １名 

 

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

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。 

 

（委員長）それでは，議事に入ります。まず，議案第１６７５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１６７５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。 

 

（委員一同）異議なし 
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（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。委員の方々と教育長以外の皆さんの御退席をお願いします。 

 

《委員長・委員・教育長以外は退席》 

 

議案第１６７５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 

 

《退出者再入室》 

 

（委員長）お待たせいたしました。さきほどの議案第１６７５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。 

 

（委員長）続きまして，２番目の議案第１６７６号「平成２６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２６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

を提出します。詳細は関係各課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１６７６号，平成２６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。議案書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７０億９,７９８万１千円でござい

ます。また，今回の補正額は，３億９,３８６万２千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７４億９,１８４万３千円となります。次に，補正額３億

９,３８６万２千円の財源内訳でございますが，国県支出金が１億６,９８３万４千円の

増額，地方債が１億２,５００万円の増額，その他が１５５万５千円の増額，一般財源

が９，７４７万３千円の増額でございます。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」１,９６９万２千円の減額でご

ざいますが，当初，教育長を含め３３人分を計上しておりましたところ，年度途中の教

頭の逝去に伴う人事異動により１名減のとなりましたこと等により，減額するものでご

ざいます。次に，教育振興費の「奨学金」３万６千円の増額は，受給決定者数の増加に

伴うものでございます。次に，小学校費学校管理費の「人件費」１,０３８万４千円の

減額でございますが，当初，小学校の給食調理員及び用務員の人件費として，５０人分

を計上しておりましたところ，人事異動により２名増となる一方，育児休業の取得者が

４名ありましたこと等から，減額するものでございます。次に，「給食調理室運営費／

臨時雇人賃金」の４８０万円の減額は，人事異動に伴い，給食調理に従事する嘱託職員
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の配置が減員となりましたので，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／稲生小学校／校舎」１,４２０万円の減額でございますが，これは，稲生小

学校の普通教室棟増築工事にかかる，実施設計業務委託，用地測量業務委託等の入札差

金を減額するものでございます。次に，「施設整備費／栄小学校／屋内運動場」４億９,

０５４万２千円の増額は，栄小学校の屋内運動場の増改築工事や防球ネットの設置工事

等を行うための経費を計上しております。続きまして，中学校費学校管理費の「人件費」

７０万５千円の減額でございますが，人事異動等に伴う年度間の給与等の差額分を減額

するものでございます。続きまして，幼稚園費の「人件費」７１８万円の減額でござい

ますが，これは，当初，４１人分を計上しておりましたところ，昨年度の年度末に退職

者が１名ありましたことから，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」５９８万４千円の減額でございますが，当初，３０人分を計

上しておりましたところ，人事異動に伴い１名増となりましたので，人事異動等に伴う

年度間の給与等の差額分を調整したところ減額となったものでございます。次に，文化

財保護費を飛ばしまして，図書館費の「人件費」１９１万２千円の減額でございますが，

これは，当初，７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６人とな

ったこと等により減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」４０８万５千円の減額でございますが，人事異動等に伴う年度間の給与等

の差額分を減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」１，５

０５万３千円の減額でございますが，これは，当初１１人分を計上しておりましたとこ

ろ，人事異動により，２人減の９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／臨時雇人賃金」の４８０万円の増額は，人事異動に伴い，給食調

理に従事する嘱託職員の配置が増員となりましたので，増額するものでございます。次

に，「施設改修費」１,２４１万円の減額は，牧田に設置しております学校給食センター

のドックシェルター改修１期工事の入札差金を減額するものでございます。次に，「第

二学校給食センター施設整備費」１,４６１万１千円の減額は，第二学校給食センター

施設整備事業の終了に伴う建設工事費の清算分でございます。続きまして，３番の繰越

明許費補正でございます。これは，歳出予算の一部について，理由により，当該年度内

に執行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執行できる

制度です。ここに記載の「訴訟費」１５３万２千円は，昨年の１１月教育委員会定例会

において，旧神戸中学校の敷地内に残存する民有地の処理につきまして，取得時効の手

続きに基づき，所有権移転登記を行うための訴訟に関する予算及び訴訟の提起について

承認いただきました。この訴訟については，本年２月２０日に裁判所での，口頭弁論を

終えており，支障なく訴訟手続が進んでおりますが，今後，判決の確定に約１か月を要

する見込みであることと，その後の旧神戸中学校内の登記移転手続を含めて，年度内に

所要の手続が終了しないおそれがありますので，繰越をお願いするものでございます。

次に，「小学校建設事業」５億７,２７７万５千円でございますが，これは，全て栄小学

校のプール及び屋内運動場に関するものでございまして，このうち，４億９,０５４万

２千円は，先ほど説明いたしましたとおり，この３月補正予算において新たに計上して

おります栄小学校の屋内運動場増改築工事等に伴うものでございまして，年度内完成の

見込みがございませんので，翌年度への繰越をお願いするものでございます。また，残
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余の８,２２３万３千円につきましては，今年度，プール附属棟建築工事とプール築造

工事を同時に進める中で，プール附属棟の基礎工事時に，当初想定していたよりも地下

水位が高いことが判明し，再度の調査と工法の検討，及び追加工事に約２か月を要しま

した。これにより，プール築造工事の一部に遅れが生じ，年度内での完了ができなくな

ったことから，工期を延期するとともに，次年度への予算の繰越をお願いするものでご

ざいます。続きまして，４ページの「５地方債補正」でございますが，「小学校建設事

業」につきましては，この３月補正予算でお願いしております栄小学校の屋内運動場増

改築に伴う市債の増額等により１億３,１８０万円の増額をお願いするものでございま

す。次に「中学校建設事業」及び「給食センター施設整備事業」につきましては，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もの

でございまして，いずれも，今年度事業分について起債の対象事業費を精査し，平田野

中学校移転改築事業については５７０万円を第二学校給食センター施設整備事業につ

いては，１１０万円を減額しようと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，文化振興部が所管する「平成２６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。「２ 教育費補正額内訳」の３ページでご

ざいます。（項）社会教育費（目）文化財保護費６５０万の減額は，史跡伊勢国分寺跡

/保存整備事業費のうち，国・県補助金の減額によるものでございます。次に同じく，

文化財保護費文化の薫る歴史街道活性化事業費１,６００万円の増額補正でございます。

これは，昨年１１月に成立した地方創生に関する法律，「まち・ひと・しごと創生法」

が施行されたことにより，国の「地域住民生活等緊急支援のための交付金」を受けて新

たに取組む事業でございます。この事業の目的は，石薬師宿や庄野宿の風情を残す旧東

海道の町並みを訪れるウォーカーの方々に，歴史遺産としての旧東海道の魅力を十分伝

え，発信し，市外からの訪問者数を増やし地域の行事と連携しながら旧街道の町の活性

化を図ろうとするものでございます。事業の内容といたしましては，石薬師から庄野に

かけてのウォーキングルートの魅力を案内するマップの作成や，地域などが行う行事に

合わせて訪れた方にお渡しする郷土の産品購入，街道の魅力再発見のための事業として

「街道フォトコンテスト」や講演会などを実施するための費用でございます。また，ウ

ォーキングを楽しまれる方が足を休めるための休憩施設を確保するため，国の登録有形

文化財佐佐木信綱記念館生家の土蔵を休憩のできるスペースに改装するための設計及

び工事にかかる費用を合わせて補正させていただくものでございます。事業予算につい

ては，全額平成２７年度へ繰越をさせていただきます。なお，この事業は，これから国

の決定をいただく事業でございますため，今後，国の指導等により変更が出てくる場合

もございます。次は，４ページの債務負担行為の廃止でございます。平成２７年度から

防災公園野球場の供用開始を予定しておりましたが，供用開始が平成２８年度からにな

りましたことに伴い，指定管理にかかる債務負担行為を廃止しようとするものでござい

ます。説明は以上です。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。 
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（福嶋委員）栄小学校の改築の予算が計上されていますが，だいたいどれくらいのスケジ

ュールで行われるのでしょうか。 

 

（教育総務課長）スケジュールにつきまして，これまでの経緯も説明いたしますと，平成

２５年度には設計業務，測量調査等を行っています。本年度につきましては，主にプー

ルの築造工事を行ってまいりました。来年度は屋内運動場棟の増改築工事，防球ネット

の移設，設置工事などでございます。そこで，平成２８年４月からは使用できるように

なるかと思いますが，平成２８年度にも旧屋内運動場の解体工事を行いまして，駐車場

の整備，周辺道路の整備工事などを行っていく予定でございます。 

 

（福嶋委員）平成２８年度まで関係の工事は延びるわけですね。 

 

（教育総務課長）そうです。供用開始になってから，周辺の工事を進めて行きたいと思っ

ております。 

 

（伊藤委員）栄小学校は夢工房でおじゃましたことがありますが，栄小学校は単学級です

か。 

 

（学校教育課長）栄小学校は基本的に単学級ですが，少人数の加配教員を活用して学校独

自で２つに分けることもあります。 

 

（伊藤委員）例えば面積など，当初計画どおりに建てられるのか，今後，地域によって子

どもの数がずっと減っていくことも考えて，ある程度縮小して建てられるのかいかがで

しょうか。 

 

（参事）子どもの数は減っていますが，最近建てた屋内運動場につきましては，地域の社

会体育に使うこともありますので，必ずしも子どもが少ないので体育館を小さくするの

ではなく，ある程度，社会体育でも使ってもらうような設計になっています。 

 

（伊藤委員）ありがとうございます。 

 

（岡井委員）人件費の減額についてですが，退職されるとか育休に伴うものもあるという

ことですが，他にも１名減とか２名減とかありましたが，これは事務量や業務量が減っ

たことに伴って減らしたのか，あるいは雇用形態を正規の方を嘱託や臨時にしたことに

よる減額なのかいかがでしょうか。 

 

（教育総務課長）減の部分は，先ほど説明でも申し上げましたように，年度途中で亡くな

られた方がいらっしゃったといったことなどでの減となります。 
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（福嶋委員）文化の部分について，史跡伊勢国分寺跡の保存整備事業費が減額になったと

いうことですが，全体のスケジュールについて差し障りが出るとか，将来の全体の構想

に変更が生じるということがあるのでしょうか。 

 

（考古博物館長）減額になっていますが，工事費の部分で調整させていただきまして，設

計単価を見直したり，芝を張る部分で面積を減らしたりしますが，今年度の事業の部分

で遅れは生じません。計画通りということです。 

 

（福嶋委員）いろいろ工夫をしていただいて計画どおりということですね。 

 

（委員長）防災公園の野球場についてですが，当初，平成２６年度からというものが平成

２８年度からに変わった理由を教えてください。 

 

（スポーツ課長）防災公園につきましては，当初の整備計画の中で旧ＮＴＴ鈴鹿研修セン

ターの野球場をそのまま活用しながら整備を進めるということで，当初は，グラウンド

の全体を土の仕様で計画をしておりました。それで工事に入りましたが，現在，石垣池

公園のグラウンドの外野部分が芝になっておりまして，途中から様々な競技団体等から，

石垣池と同等の仕様にしてほしいとの要望が多くありましたことから，全体の中でこの

施設の活用を考えた時に，芝に変えた方が良いということになり，途中で芝のグラウン

ドに仕様を変更しました。それによって芝の工事が後れて入ってきましたので，今はち

ょうど芝の養生期間となっておりまして，１年間芝の養生がかかるということで，芝が

張り終わるまで１年間整備を行うことになり，供用開始を１年遅らせたということでご

ざいます。 

 

（学校教育課長）先ほどの伊藤委員の御質問の中で，栄小学校は基本的には単学級ですが，

学級を分けるときもあると説明させていただきましたが，今年度は全て１クラスです。

昨年度，一昨年度にはそういったことをしていましたので言葉足らずで申し訳ありませ

ん。 

 

（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１６７６号「平成２６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）御異議がないようですので，議案第１６７６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１６７７号「鈴鹿市立学校の管理に関する規則の

一部改正について」をお諮りします。 
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（書記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市立学校の管理に関する規則の一部を改正するについて，鈴鹿市教育委員

会教育長事務委任等規則第１条第２号の規定により，この議案を提出します。詳細は学

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１６７７号，鈴鹿市立学校の管理に関する規

則の一部改正について，説明申し上げます。資料は６～１０ページでございます。今回

の一部改正は，平成２７年度から小・中学校に主幹教諭，指導教諭という新たな職を配

置すること，及び中学校給食を開始することに伴い，所要の改正をするものでございま

す。学校教育法の改正により，平成２０年４月から各教育委員会の判断で，主幹教諭や

指導教諭を置くことができるようになっておりましたが，県教育委員会は平成２７年度

から県内の学校に配置することとしました。８ページの新旧対照表を御覧ください。ま

ず，第１１条その他の常勤職員に，主幹教諭と指導教諭を位置づけました。それぞれの

職務は，そこにお示ししたとおりでございます。他の変更の多くは，２つの新しい職が

置かれたことに伴う表記上の変更でございまして，根拠となる学校教育法の表記に準じ

た表現にしております。大まかに申し上げますと，指導教諭に関わりまして，９ページ

の表の左側，改正後の第２１条の３のように，これまで教諭となっているところに指導

教諭を追加しております。主幹教諭に関わりまして，９ページの表の左側，改正後の第

２２条の２のように，特定の校務を整理する主幹教諭を置くときは，その校務を担当す

る主任等を置かないことができると変更しています。また，中学校給食を開始すること

に伴い，栄養教諭等を中学校にも配置しますことから，８ページの表の左側，改正後の

第１１条で生徒を追加しましたように，栄養教諭等に関わる部分の表現を中学校にも対

応するように変更しております。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。 

 

（岡井委員）主幹教諭を配置されるということですが，配置人数はどの程度を考えている

のですか。２つ目は，配置される学校の基準があったら教えてください。また，これは

加配的に置くのか，単に今みえる教員の方を指導教諭として数的には増やさない，職名

を変更して役割も担っていただくのかいかがでしょうか。 

 

（学校教育課長）配置人数についてですが，県の計画で主幹教諭につきましては，今後３

年間で３０校に置く計画にしていると伺っています。本市におきまして，来年度は小中

学校各１名を配置する予定です。指導教諭ですが，県の計画ですと今後３年間で１００

校を上限として設置する予定であると伺っています。本市の来年度につきましては，小

中学校各２名配置する予定です。配置の基準ですがそれぞれ基準があり，主幹教諭の場

合は教頭が１人配置校のうち標準学級数が小学校は２０学級以上，中学校は１４学級以

上の学校となっています。指導教諭につきましては，教頭の数に指定はなく学級数だけ
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で決まっています。標準学級数で小学校１４学級以上，中学校１１学級以上の学校と決

まっています。加配措置をするのかということですが，基本的には現在の定数内で配置

を行うということですので，これは今までの教諭であるとか，期限付き講師で入ってい

た方のお１人が主幹教諭，指導教諭にかわるという形です。 

 

（福嶋委員）どの方に，主幹教諭や指導教諭を担っていただくかというのは，どちらが決

めるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）こちらにつきましては，県教育委員会で選考をしています。希望者が出

願いたしまして県で書類，面接審査があり，県教育委員会におきまして管理職と同じよ

うに登用者を決めています。その中で，今年度の配置が決まっております。 

 

（福嶋委員）希望する先生は多いのでしょうか。 

 

（学校教育課長）詳細資料を持ち合わせていませんが，今年度につきましては初めてとい

うこともあり，それぞれ合わせて１０名前後であったと記憶しています。 

 

（委員長）だいたい出願する時の年齢基準等設けられているのでしょうか。 

 

（学校教育課長）上限があり，選考対象者は，昭和３２年４月２日以降に生まれた者が対

象者です。 

 

（委員長）ベテランの方ということですね。 

 

（学校教育課長）ただ，下の年齢制限はありません。 

 

（伊藤委員）三重県知事が学力・学習状況調査結果をみて一所懸命取り組まれており，お

そらくこの方たちを選任されて，３年間３０校，１００校という数字がしっかり出され

ていますので，益々テストの結果に敏感になるのかなと心配している部分があります。

テストも大事ですが，ベテランの方で志の高い方を置かれることによって，バランスの

良い教育をしていただけると良いと思います。 

 

（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１６７７号「鈴鹿市立学校の管理に関する規則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１６７７号を原案のとおり承認いたします。

ここで１時間近く経過しましたので休憩を取ります。再開は１１時からとします。 
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《休憩》 

 

（委員長）再開させていただきます。次の議案に入る前に先ほどの続きで学校教育課長お

願いします。 

 

（学校教育課長）先ほどの主幹教諭，指導教諭の人数について御報告させていただきます。

今年度，主幹教諭の受験者８名，指導教諭の受験者８名でした。また，栄小学校の件で

すが，今年も１学年が２学級に分けておりましたので訂正させていただきます。本来の

標準学級は１クラスです。 

 

（委員長）続きまして，４番目の議案第１６７８号「専決処分（鈴鹿市いじめ問題対策連

絡協議会の委員の任命について）の承認について」をお諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市いじめ問題対策連絡協議会委員の任命について，鈴鹿市教育委員会教育

長事務委任等規則第３条第１項の規定により専決処分したので，同条第２項の規定によ

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，議案第１６７８号「専決処分（鈴鹿市いじめ問題対策連絡協

議会委員の任命について）の承認について」説明させていただきます。本議案は，平成

２７年２月教育委員会定例会におきまして，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」御審議いただく過程で，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を含んでおりましたことから，改めて

教育長に代わる教育委員会事務局の職員１人を選ぶこととさせていただきましたこと

について，資料１２ページのとおり任命するものでございます。なお，鈴鹿市いじめ問

題対策連絡協議会を，平成２７年２月１７日（火）に開催することとしておりましたこ

とから，鈴鹿市教育委員会教育長事務委任等規則第３条第１項の規定により，教育委員

会事務局の職員１人の任命を，平成２７年２月１３日付けで専決処分いたしましたので，

同条第２項の規定により，この度の教育委員会へ報告し，その承認を求めるものでござ

います。また，あわせまして，平成２７年２月教育委員会定例会におきまして，福嶋委

員から，「鈴鹿市いじめ問題解決支援委員会を招集するのは，教育長でしょうか。」との

御質問に「教育委員会で招集します。」と回答いたしましたが，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８条で，「会議は，会長が招集する。」と規定されて

おりますところを誤って回答いたしましたので，この場をお借りし訂正させていただき

たいと存じます。以上，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。 
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（福嶋委員）特にありません。教育次長に頑張っ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１６７８号「専決処分（鈴鹿市いじめ問題対策連絡協議会の委員の任命に

ついて）の承認について」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１６７８号を原案のとおり承認いたします。 

 

（委員長）続きまして，報告事項に移らせていただきます。「平成２６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。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは報告事項の１番目「平成２６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２６年度小中学校卒業証書授与式は，中学校は，平成２７年３月１３日，小学

校は，平成２７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。 

   告辞。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，プロテニス界における錦織圭選手

の活躍は，皆さんの記憶に新しいところだと思います。昨年は，日本人男子として初め

て世界年間王者を決める舞台に立ち，過去最高の世界ランキング５位という快挙を成し

遂げました。これまで，「日本人男子選手が，トップ１０に入るのは不可能」と言われ

てきましたが，それを見事に覆したのです。しかし，華々しい活躍に至るまでの道のり

は，決して平坦なものではありませんでした。プロデビューしてすぐに国際選手権で優

勝を果たし，世界のトップへと順調に駆け上がっていくように見えた錦織選手。しかし，

休む間もなく試合が続き，体に大きな負担がかかることから，怪我が絶えませんでした。

怪我の痛みから，試合を途中で棄権し，涙をのむ場面も何度かありました。自分への苛

立ち。期待に応えられない悔しさ。錦織選手は，いつもどこかに不安を抱え，思い悩ん

でいました。そんな時，彼にとって大きな出来事がありました。それは，マイケル・チ

ャンコーチとの出会いです。錦織選手はコーチと共に，自分のプレーを一から見つめ直

しました。試合が長引くと体に負担がかかるため，長所である俊敏さを活かし，試合時

間を短くするようなプレーを研究しました。相手のリターンを崩す力強いサーブ，どん

なボールにも追いつき打ち返す「技」，最後の一球まで闘いきる「体」と「心」。錦織選
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手は，怪我を防ぎ，長所を最大限に発揮できるよう，自らを鍛え上げたのです。そして

迎えた昨年の世界大会。怪我の治療のため，出場自体が危ぶまれていたにも関わらず，

当時の世界ランキング１位の選手に見事勝利したのです。「心」と「技」と「体」，この

３つを磨き上げたからこそ，成し遂げることができた快挙でした。卒業生の皆さん，皆

さんには無限の可能性があります。また，これからもたくさんの人との出会いがあるこ

とでしょう。時には困難に出会うことがあるかもしれませんが，そんな時には，仲間と

の絆を深め，自分の力を信じ，あきらめず立ち向かってください。自分の力を信じ，本

気で向き合うことで，きっと乗り越えられます。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２７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。 

   告辞。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。これは，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，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，平成２６年１２月３日，地球誕生の謎に迫

るべく，無人小惑星探査機「はやぶさ２」の打ち上げが成功しました。このプロジェク

トは，平成２３年１月に始まりました。小惑星表面の石や砂の採取に成功した「はやぶ

さ」に続く「はやぶさ２」の任務は，「インパクタ」という装置で小惑星に大きく深い

穴を正確にあけ，内部の石や砂，水などを採取して帰還するというものです。「インパ

クタ」は，銅の板を火薬の力できれいな弾丸状に変形させ，秒速２,０００ｍの高速で，

小惑星表面めがけて，真っ直ぐに衝突させます。そのためには，アルミ製の本体と銅の

板という性質の違う金属を，寸分の狂いもなく溶接しなければなりません。このとてつ

もない緻密さが要求される開発に立ち向かったのは，溶接の分野では，誰もが認める力

をもつ福島の技術者達でした。第１回の検証実験まで，あと９か月と迫る中，一丸とな

って果敢に挑みますが，なかなか銅の板を真っ直ぐに飛ばすことはできません。そこへ，

更なる試練が課せられるかのように，東日本大震災が起こり，土砂崩れや施設の倒壊に

より，２か月間，研究開発が思うように進まなくなってしまいます。成功への重圧，結

果が出ない不安，刻々と過ぎる時間への焦りから，重苦しい空気が漂い始めました。そ

の時，「我々の技術でできないのであれば，ほかでもできない。」というリーダーの一言

が，それまでの雰囲気を一変させました。自分たちの力を信じる気持ちと結束が，再び

蘇り，残り５か月，必死の研究開発が力強く進んでいきました。そして迎えた検証実験

の日，白い閃光とともに放たれた美しい銅の弾丸は，１００ｍ先の的を見事，真っ直ぐ

に射抜くことができたのです。その後も改良を重ねた「インパクタ」は「はやぶさ２」

に搭載され，ついに宇宙へと飛び立ちました。それは，開発に携わった全ての人の自信

と固い絆がもたらした歓喜の瞬間でした。卒業生の皆さん，将来何かに挑戦する時，困

難に出会うことでしょう。そのような時はどうか，自分の力を信じ，仲間と支え合い，

目標に向かって努力を重ねていってください。最後になりましたが，今日まで温かく御
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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２７年３月１３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。 

 

（福嶋委員）毎年どんな話題が出てくるのかと楽しみにしています。作成に当たって苦労

もあったと思います。ありがとうございました。 

 

（委員長）中学校の告示で違和感がある部分があります。真ん中ぐらいに，「このプロジェ

クトは，平成２３年１月に始まりました。小惑星表面の石や砂の採取に成功した」と書

かれていますが，確か非常に小さな微粒子しかなかったと報道されていたと思います。

石や砂ですとイメージが違ってきますが，中学生に分かりやすくされたのかなと思いま

す。実際採取されたのは，顕微鏡で見るような数十ミクロン，数百ミクロンという非常

に小さなものでした。大きくても１ミリ未満程度のものだったと思います。少し，誇張

されている気がしますので考えていただけたらと思います。また，「インパクタ」はＪ

ＡＸＡが使用していた言葉でしたでしょうか。一般的に使用されている言葉なら良いの

ですが，多分日本語で書いてあるのは「衝突装置」といった感じで書かれていたと思い

ます。一度調べてください。ただこういった形で印象付けるのであれば，初めて聞く言

葉なので良いと思います。その２点が気になりました。英語で言えば「impact」に「or」

か何かをつけた，「インパクター」で語尾を伸ばすのかは分かりませんが「コンピュー

ター」か「コンピュータ」かの使い分けがあるように，「インパクタ」にもそういった

ことがあるかも知れません。 

 

（教育指導課長）確か，ＮＨＫの放送の中で「インパクタ」という言葉で使われていたと

思います。一度調べてみます。 

 

（福嶋委員）アクセントは「イン」にあるのでしょうか。 

 

（委員長）語尾を伸ばすのと伸ばさないので違ってくるでしょう。 

 

（岡井委員）小学校は個人の頑張り，中学校は組織力の話で，非常に良い内容だと思いま

す。読んでいても新聞のコラムのような内容でとても気持ちよく読むことができました。

ただ，小学校の方についてですが，理解できるとは思いますが「プロデビュー」という

部分を「プロになってからすぐに」と「デビュー」の代わりに「なってから」にすると

良いと思います。また，「相手のリターンを崩す力強いサーブ」を「相手の打ち返せな

いような力強いサーブ」といったように，６年生でも分かるように平易な言葉で書いて

もらえればと思います。「最後の一球まで闘いきる」を「最後の一球まで諦めない」等
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にもできると思います。それから少し気になったのが，「卒業生の皆さん」以降の部分

ですが，それまでは錦織選手のことを一生懸命言ってきたのに，ここからは錦織選手に

触れられていません。錦織選手のことを挙げてきたのは「卒業生の皆さん」以降のこと

を言いたいために例として挙げた訳ですから，例えば「錦織選手のように」といったよ

うに入れたら良いのではないでしょうか。また，「自分の力を信じ，あきらめず」とあ

り，また「自分の力を信じ，本気で向き合う」と出てきますので，もう少し整理できな

いかなと思います。一生懸命吟味してもらったのに失礼かもしれませんが，試練がいっ

ぱいだけでなく「卒業生の皆さんには無限の可能性があります」の中に，「無限の可能

性と輝かしい未来があります」と前途洋々としている感じを出してもらいたいと思いま

す。そして，一つは「自分の力を信じる」こと ，それから「あきらめず立ち向かう」

こと，中学校にありましたが「粘り強く努力していく」こと，そうすれば「きっと乗り

越えられます」「積み重ねて乗り越えていってください」等，それぞれ言い方があると

思いますが，もっと整理してほしいと思います。 

 

（教育指導課長）ありがとうございます，改めて考えさせていただき，修正点がありまし

たら報告いたします。 

 

（岡井委員）今のは感想ですので。 

 

（委員長）本当に良く考えられていると思います。 

 

（伊藤委員）５ページの下から３行目に「福嶋の技術者たち」とありますが，どうも言い

にくいので心配です。できるのであれば「技術者の皆さん」とか言い易い言葉に変えて

いただけたらと思います。 

 

（福嶋委員）私も思っていまして，「エンジニア」等に変えるのはどうでしょうか。 

 

（伊藤委員）ここだけ再考していただけたらと思います。 

 

（岡井委員）中学校の部分で，秒速２,０００ｍとありますが，秒速２ｋｍではだめでしょ

うか。２,０００の方が数字が大きいから良いでしょうか。 

 

（委員長）２,０００の方が速いイメージとなります。特に中学生はそのように感じると思

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，その他の

事項に移ります。「３月教育委員会定例会及び臨時会の開催について」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，３月教育委員

会臨時会を３月２５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
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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，３月教育委員会臨時会を３月２５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２月教育委員会臨時会を終了いたします。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２５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 


