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平成２７年６月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成２７年６月２２日（月）午後３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），参事兼教育総

務課長（前田靖子），学校教育課長（山田洋一），教育指導課長（山田純生），教育

支援課長（薗田雅司），参事兼文化課長（井上陽子），参事兼生涯学習課長（浅野

浩），参事兼考古博物館長（澤井環），書記（永井洋一），書記（佐野方彦） 

 

５ 議事 

（１）鈴鹿市教育委員会意見聴取等のための会議に関する規程の制定について   

（教育総務課） 

（２）鈴鹿市教育委員会市民委員会規則の廃止について       （教育総務課） 

（３）鈴鹿市立学校の通学区域の弾力化による就学に関する要綱の制定について        

（学校教育課） 

（４）鈴鹿市立小学校小規模特認校の就学等に関する要綱の一部改正について         

（学校教育課） 

（５）就学等に関する規則の一部改正について                （学校教育課） 

（６）鈴鹿市立学校及び鈴鹿市立幼稚園職員の感染症の管理に関する規程の制定につ 

いて                                       （学校教育課） 

（７）鈴鹿市中学校ランチサービス事業実施要綱の廃止について    （学校教育課） 

（８）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の一部改  

正について                                   （教育支援課） 

（９）鈴鹿市文化財調査会委員の委嘱について                   （文化課） 

 

６ 報告事項 

（１）平成２６年度教育委員会活動の点検・評価について      （教育総務課） 

（２）鈴鹿市立幼稚園再編整備計画 第Ⅲ期再編整備計画について  （学校教育課） 

（３）平成２８年度 鈴鹿市立幼稚園入園児募集要綱について    （学校教育課） 

（４）平成２８年 成人式について                （生涯学習課） 

（５）平成２７年度 企画展「道の下にあったもの －道路建設に伴う発掘調査から－」     

（考古博物館） 

（６）夏休み子ども体験博物館                   （考古博物館） 

  

７ その他 
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（１）７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）それでは，定刻となりましたので，ただ今から平成２７年６月教育委員会定

例会を開催します。本日の議事録署名委員は，福嶋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。１番目の議案第１７１５号「鈴鹿市教育委員会 

意見聴取等のための会議に関する規程の制定について」をお諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）提案理由ですが，鈴鹿市教育委員会意見聴取等のための会議に関する規程を

定めるについて，鈴鹿市教育委員会の教育長への事務委任等に関する規則第１条第

２号の規定により，この議案を提出いたしました。詳細につきましては教育総務課

長のほうから説明をさせていただきます。 

 

（教育総務課長）それでは，議案第１７１５号，｢鈴鹿市教育委員会意見聴取等のための

会議に関する規程の制定について｣を説明申し上げます。議案書２ページからを御覧

ください。５月の教育委員会定例会におきましては，特定分野の学識を有する方や

専門的知識を有する方，あるいは，関係団体の代表や市民の皆様などの職員以外の

方々で組織するものや，職員と職員以外の方々がともに組織する機関のうち，専門

的な分野に関する調査を行ったり，将来の在り方や方向性に関する審議を行い答申

するといった附属機関の設置等に関する条例の制定について御審議をいただきまし

た。このことから，この度の規程を制定する理由でございますが，前段で説明いた

しました有識者等を交えて組織する機関のうち，附属機関に当たらない，主に行政

運営上必要な意見聴取，連絡調整を行なう会議等に関しまして，会議の目的，会議

の出席者に支給する謝礼等規定を定める必要が生じましたので議案として，提出す

るものでございます。議案書３ページには，会議等の一覧が別表として規定されて

おります。なお，別表の会議等のうち金生水沼沢植物群落保護増殖事業推進委員会

及び国史跡伊勢国分寺跡保存整備検討会議については，従来，鈴鹿市市民委員会規

則の規定により設置されておりましたが，附属機関等の見直しの中で，その規則が

廃止されることに伴いまして，そのまま移行されるものでございます。説明は，以

上でございます。よろしく御審議ください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。 

 

（伊藤委員）３ページの一番下の，この「不当な要求等」というのがあるのですが，学

校とか幼稚園とかで，不当な要求というのは，だいたいどの程度の要求を不当と表

現するのか教えていただいてよろしいですか。 
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（教育支援課長）学校問題の解決支援委員会に出てくる，不当な要求等の対応というこ

となのですが，事例の資料が手元にございませんので具体的にお話することができ

ないのですが，どうさせていただきましょうか。 

 

（伊藤委員）また後日に。別に「お金を出せ」とかそういう一般的な話ではないと思い

ますので，学校関係でいうところの不当というものが把握できなかったもので。学

校関係での不当な要求とはどのようなことを指すのかだけ教えていただければ，後

日で結構です。 

 

（福嶋委員）これらの委員会，会議の構成員数なのですが，だいたいこれはどういうよ

うにいつも決めているのかをお尋ねしたいと思います。 

 

（永井書記）それぞれ異なった趣旨で組織する会議になりますので，例えば有識者だけ

の会議もございますし，有識者と市民委員の方々が入っている会議もありますので，

特に決まりごとはございません。人数に関しては各々の会議の在り方によって異な

ってくるというところでございます。 

 

（福嶋委員）先ほど少し話題になった支援委員会というのは５人以内という，少数精鋭

になっているのですが，それはやはり重要な問題はしっかりした人数で，というこ

となのでしょうか。 

 

（永井書記）こちらについてはかなり具体的で専門的なアドバイスを頂戴するというか

たちになりますので，例えば精神科の医師であったりとか，大学関係の有識者であ

ったりとか，主に有識者のみで組織する委員会となっておりますので，このように

少数となっております。 

 

（委員長）私も構成について疑問をいただいておりまして，第２条の第４項で「必要最

小限の数とする」と一応定められているのですが，これは特に何か基準があるとい

うわけではないということなのですね。その時その時でこれだけ必要であろうとい

うかたちでよろしいでしょうか。 

 

（永井書記）そうでございます。かなり人数が多いところもあるのですが，それだけ関

係者が多く，いろいろな方から意見を頂戴したいというとことで，人数が多い組織

もございます。 

 

（岡井委員）これは意見聴取が主な目的ということですが，例えば３ページの，幼稚園

の今後の在り方検討会議では，「保育料，役割等について，今後の方向性を決定する

参考とするための意見聴取を行う」とあるのですが，この会議は議事録をとったり，

何回かの検討の結果，こういう方向性を出してもらったということをまとめて，そ
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れを公表するというようなことは全くないのか。本当に意見をその場で聞くだけな

のか，それを教えていただきたいのが一つ。もう一つが，細かいことですが第３条

の「会議の構成員（本市の職員を除く。）は，本市の職員の身分を有しない。」とある

のですが，もし括弧を外すと「本市の職員を除く構成員は，本市の職員の身分を有

しない。」となるのではないのかなと。何か括弧が重なっているように思えるのです

が，これはどうでしょうか，この関係は。本市の職員を除いたら，構成員は本市の

身分を有しないと思うのですが，何か訳があったと思うのですけど。 

 

（永井書記）身分のところの第３条，これはどういうことかといいますと，会議の構成

員の中では，専門委員の方々と市の職員が入る場合がございます。市の職員を除い

た専門的な人たちは，本市の職員の身分を有しない，何故こういうことが書いてあ

るかといいますと，５月定例会で定められた附属機関の条例，こちらは，いろいろ

審議して調査・決定していく機関でございますので，身分的には地方公務員法の第

３条第３項に当たる特別職ということになります。一方，今回の会議に関しまして

は意見聴取のみということですので，そのような非常勤の特別職の身分というとこ

ろまではいきません，という，このような規程でございますので，御理解を頂戴し

たいなと思います。 

 

（学校教育課長）今の話とは違いますが，最初にご質問いただきました幼稚園の今後の

在り方検討会議についての方でございますけれども，こちらにつきましてもです

ね，前回，よく似た組織としましては，再編整備の検討委員会，というものを御意

見いただきまして答申をいただきました。今回の検討会議につきましては，あくま

でも市が今後の方向性を決定していくための参考のための意見聴取を行うというこ

とで続けさせていただいておるものでございます。ただ，それをまとめて公表する

と位置付けさせていただいておりますが，こういった御意見がございましたという

かたちで当然今後の施策の参考にさせてもらうということでございますので，記録

としては残させてもらうことになっております。 

 

（文化振興部長）ご質問の括弧書きの部分ですが，まず会議の構成員の中に，市の職員

が入る場合があります，構成員として。ですからそれ以外の方が合わさって構成員

となっています。その中の市の職員を除いた部分の構成員については，この委員に

なったからといって市の職員の身分を有するわけではありませんよということが 

書いてあります。この「本市の職員を除く」と書いておかないと，市の職員がな

くなってしまうので，市の職員は市の職員として身分は当然元からあります。それ

以外の外部の方はこの会議の構成員になったからといって市の職員の身分になる訳

ではないですよということがここでは書いてあって，ですからちょっとややこしい

書き方になっております。 

 

（委員長）表現がちょっと，誤解を招くような書き方ですね。 

 



5 

（岡井委員）市の非常勤職員とかね。 

 

（文化振興部長）ええ，そういったことにはなりませんよと。ただし市の職員で構成員

に入っている人はもともと市の職員なので除いておかないと，その人が市の職員の

身分をなくしてしまって大変なことになってしまいますので。 

 

（委員長）よくわかりました。 

 

（教育長）先ほどの，中で議論する件については，場合によっては単純に意見をもらう

場合だけではないと思うのですよね。やはり事務局として考え方を示して，それに

対してどうお考えですかといった意見をもらうこともありますので，ある方向性を

定めるための意見をもらうことがあると思います。ただ，そこで委員さんがこれで

いいじゃないかと決めてくる場ではなく，あくまでも参考意見としていただくと，

そんなものを考えています。 

 

（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１７１５号「鈴鹿市教育委員会意見聴取等のための会議に関する規

程の制定について」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１７１５号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（委員長）続きまして，２番目の議案第１７１６号「鈴鹿市教育委員会市民委員会規則

の廃止について」をお諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）提案理由ですが，鈴鹿市教育委員会市民委員会規則を廃止するについて，鈴

鹿市教育委員会の教育長への事務委任等に関する規則第１条第２号の規定により，

この議案を提出いたしました。詳細につきましては教育総務課長の方から説明をさ

せていただきます。 

 

（教育総務課長）それでは，議案第１７１６号，｢鈴鹿市教育委員会市民委員会規則の

廃止について｣を説明申し上げます。議案説明資料は６ページからになりますが，

７ページ，８ページを御覧ください。この別表は，現在，教育委員会市民委員会規

則におきまして設置されております５つの委員会等でございます。まず，７ページ

の１及び２の表，結核症に関する委員会等でございますが，後ほど議案 
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第１７２０号として御審議いただく，感染症の管理に関する規程を制定することに

より，新たな枠組の中で総合的に対策を図ることとなりますことから，この２つの

委員会等につきましては，設置する必要がなくなったものでございます。次に３の

表，中学校ランチサービス事業に係る委員会につきましては，中学校給食が開始さ

れたことから，また，８ページの２つの委員会につきましては，基本方針及び基本

計画の策定が，昨年度末をもって終了したことから，それぞれ，設置の必要がなく 

なったものでございます。

以上，５つの委員会等を設置する必要がなくなったこと，また， 新た

に設置が必要となる委員会等につきましては，先ほど御承認いただきました意見聴

取等の会議に関する規程において定めることとなりますことから，鈴鹿市教育委員

会市民委員会規則を廃止するものでございます。説明は，以上でございます。よろし

く御審議ください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。 

 

（委員長）よろしいでしょうか。特に新しい委員会等が立ち上がったことで，こちらは

もう不必要になったというかたちの廃止ということだと思いますので，特に御意見

がないということでよろしいでしょうか。 

 

（委員長）ではただ今の議案について御質問御意見ないようですので，お諮りしたい

と思います。議案第１７１６号「鈴鹿市教育委員会市民委員会規則の廃止につい

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１７１６号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（委員長）続きまして，第３番目の議案第１７１７号「鈴鹿市立学校の通学区域の弾力

化による就学に関する要綱の制定について」をお諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）提案理由ですが，鈴鹿市立学校の通学区域の弾力化による就学に関する要綱

を制定するについて，鈴鹿市教育委員会の教育長への事務委任等に関する規則第１

条第２号の規定により，この議案を提出いたしました。詳細につきましては，学校

教育課長の方から説明をさせていただきます。 

 

（学校教育課長）それでは，私から，議案第１７１７号，「鈴鹿市立学校の通学区域の弾
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力化による就学に関する要綱」の制定について，説明申し上げます。資料は１０か

ら２１ページでございます。 

まず，初めに，通学区域の弾力化につきまして概要を説明いたします。資料の１９ペ

ージをご覧ください。平成２７年３月の教育委員会臨時会におきまして，「鈴鹿市立

小中学校における通学区域の見直し方針」について報告しておりますが，今回の通学

区域の弾力化は，「通学区域の見直し方針」に示した大規模校対策を実現するもので

ございまして，簡単に申し上げますと，特定の学校に就学の指定を受けた児童生徒は

隣接する学校にも就学できるという制度であります。「２ 対象」に示しましたとお

り，現在又は将来推計におきまして，国が示す３１学級以上の過大規模校に該当する

白子中学校及び旭が丘小学校を対象といたします。「３ 内容」の（１）にございま

すように，旭が丘小学校につきましては，通学距離が概ね直線で２ｋｍ以内であれば，

隣接する玉垣小学校，愛宕小学校，白子小学校への就学を認めます。２０ページに示

した各小学校を中心とする円内が通学区域の弾力化の対象地域となります。少し見

難いですが，それぞれの小学校，白子小学校，愛宕小学校，玉垣小学校を中心に円を

３つ描いておりまして，それらがその白く抜いた旭が丘小学校の校区にかかる部分，

その中に居住している児童生徒が弾力化の対象となります。なお，当該小学校卒業後

は就学先の指定中学校，玉垣小学校は千代崎中学校，白子小学校は鼓ヶ浦中学校，愛

宕小学校は千代崎中学校か鼓ヶ浦中学校のいずれかに入学することを条件としてお

ります。続きまして，白子中学校につきましては，１９ページの３の（２）にありま

すように，生徒が居住している小学区ごとに就学できる学校が異なっております。地

図が２１ページでございますけれども，中央付近の色がついていない白い部分が３

つの小学区からなる白子中学校の通学区域でございますが，旭が丘小学校は鼓ケ浦

中学校，千代崎中学校，稲生小学校は天栄中学校，鼓ケ浦中学校，創徳中学校，桜島

小学校は千代崎中学校，創徳中学校に就学できるとしております。なお，この通学区

域の弾力化につきましては，受入側の学校の教室数等の関係もございますことから，

１９ページの「４ 定員」にありますように，毎年，学校ごとに受入人数を設定いた

します。 

以上が概要でございます。 

続きまして，要綱の説明をいたします。資料は１０ページでございます。まず，「鈴

鹿市立学校の通学区域の弾力化による就学に関する要綱」制定の趣旨でございます

が，第１条で，学校規模の適正化を目的に，通学区域の弾力化による就学に関し，必

要な事項を定めるとしています。第２条は，使用する用語の定義をしておりまして，

通学区域の弾力化とは，保護者の申立てにより就学の指定を受けた学校を弾力化受

入校へ変更することでございます。弾力化対象校とは，現在又は将来推計におきまし

て，国が示す３１学級以上の過大規模校に該当する場合や教育委員会が過大規模校

に準じると認めた学校のうち教育委員会が指定する学校でございます。弾力化受入

校とは，通学区域の弾力化により就学の指定を変更する学校として，教育委員会が指

定する学校でございます。小学区とは，小学校の通学区域，指定中学校とは，弾力化

受入校の小学区を通学区域として指定する中学校でございます。第３条は弾力化対

象校，第４条は弾力化受入校，第５条は中学校の指定について具体的に学校を定めて
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おりまして,先ほど概要で説明したとおりでございます。第６条では，対象者及び入

学期日を定めていまして,新年度に１年生になる児童生徒を対象とし，入学期日は４

月１日を原則としています。第７条では，定員等について定めておりまして,先ほど

も説明いたしましたが，弾力化受入校の児童生徒数を勘案し，教育委員会が毎年度定

めるとしています。第８条は，就学の条件でございまして，(１)弾力化対象校の通学

区域に在住，又は入学期日までに転居する見込みがあること。(２)居住地から弾力化

受入校までの距離が，小学校では直線２ｋｍ以内，中学校では直線６ｋｍ以内である

こと。(３)保護者の負担及び責任において，児童又は生徒を通学させることが可能な

こと。(４)卒業まで就学する見込みがあること。また，小学校の弾力化受入校へ就学

した場合，指定中学校への入学を承諾していること。(５)弾力化受入校の教育活動等

に協力すること。５つをすべて満たす場合としています。第９条は，就学の申請につ

いて定めています。今後，出てくる様式は，１３ページ以降にございます。第１０条

は決定及び通知，第１１条は承認の取消し，第１２条では，通学区域の弾力化により

愛宕小学校への就学した場合に，進学する中学校について届出を行うことを定めて

おります。第１３条では，弾力化受入校への就学が困難となった場合に，就学校の変

更ができるとしています。第１４条は，その他事項の定めでございます。附則にあり

ますとおり，この告示は公布の日から公表する予定でございます。１３ページ以降の

各種様式につきましての説明は省かせていただきます。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。 

 

（伊藤委員）１２ページの一番上の「保護者の負担及び責任において，児童又は生徒を

通学させることが可能なこと。」というのは，通学団が成り立たないと考えたらよ

ろしいですか。 

 

（学校教育課長）これにつきましてはですね，合川小学校の特認校と同じようなイメー

ジでございますけれども，基本的には保護者の送迎というようなかたちを想定して

いるということでございまして，その送迎場所につきましても，例えば小学校のお

子さんでしたら学校まで，あるいは通学団がある学校につきましては通学団の集合

場所まで，お家の方が送るということもあると思っておりますし，中学校につきま

しては，実際のところですね，自転車通学でいける６ｋｍの範囲で，そこそこの時

間で行けると考えておりますので，保護者が安全に注意して子どもを自転車で行か

せますということでしたら，それはそれで認める方針でございます。 

 

（伊藤委員）中学校はよくわかるのです。自転車ですので学区があってないようなもの

なので，ちょうどよいと思うのですが，１年生からということと，そうですね，基

本的にやはり弾力化ということがある程度の生徒が動いてもらうということを想定

に当たって計画されているのですよね。親の責任においてということになってくる
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と，本当に移ってくださる子がいるのかなとすごく疑問に思うのですが，それはあ

る程度やはり成り立つ話と思って計画されましたか。 

 

（学校教育課長）そうでございますね，まず人数の見込みですが，なかなか小学校に入

る段階で，弾力化受入校へ行くということは数的にはかなり少な目かなとこちらは

思っております。中学校に比べて小学校の方は少ないかなと考えております。 

それとこの，通学区域の２ｋｍ以内という範囲で小学校は決めたというようなこと

を説明させていただいたと思うのですが，国のいろいろな基準では，小学校は４ｋｍ

以内，中学校は６ｋｍ以内で通学区域を定めるというのが原則ございますけれども，

その半分にしまして，何かあった場合保護者の送迎ができない場合というのも状況

によっては考えられますもので，そういった場合でも低学年のお子さんでも歩いて

帰れるというようなかたちで，国は４ｋｍと言っているところを２ｋｍに狭めたり

としておりますし，あと，通学区域も先ほど地図で，２０ページの地図がございます

けれども，旭が丘小学校は真ん中の白いところでございますが，場所によっては白子

小，愛宕小の方が近い区域もございますもので，こういった学校につきましてはそこ

に居住しているお子さんがみえるかどうかは年によって違いますが，そういったこ

とを含めてですね，徒歩でより近くの通学団があれば，お子さんがご自

身でそこまで行くということも含めて考えられるかなというように思っております。 

 

（福嶋委員）実際の受け入れ人数は毎年決めるとありますけれども，だいたい保護者が 

いつ希望して，それを受け入れて，人数を最終決定するという，そういう具体的な 

スケジュールはどんな感じをお考えなのでしょうか。 

 

（学校教育課長）今年度初めてということで，一つの参考になるのではないかと思うの 

  ですが，今回これをお認めいただいた場合ですね，７月には早速該当の小学校，中

学校に上がる白子中の方を想定しているのですが，稲生小学校，旭が丘小学校，桜

島小学校のお子さんにつきましては，懇談会，あゆみ渡しというものが１学期の末

にあると思いますので，その場で話ができるくらいの段取りでまず考えておりまし

て，実際に受け入れの数を想定するのが，夏休みの終わりぐらいに来年度の新入生

の数を，だいたい見込みを各学校から出していただきます。それを踏まえて，空き

教室がどれくらいになるかというのを学校長の方に出していただいて，数をある程

度想定すると。今年度は，今のところまだ予定ですが１０月くらいに募集をさせて

いただいて，１１月には人数を決定する方向で今のところは考えております。また

正式に決まりましたら段取りをさせていただこうと思っておりますが，１２月には

ある程度もう人数が確定して，新年度の体制を学校で検討するということを考えて

おります。 

 

（福嶋委員）例えば，希望者が逆に多い場合，それはどういうように是正していくとい

うか，やっていくのでしょうか。 
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（学校教育課長）当然，受け入れ枠を超えるという場合もあり得ると思っておりまして，

その場合につきましては，今まだこれは初年度でありますが，年数経ってみると，

基本的には兄弟関係がばらばらの学校というのはやはりいろいろな支障があるでし

ょうから，兄弟関係を優先する。それから地理的に，先ほど少し伊藤委員から御質

問ありましたように，やはり子どもたちが何らかのかたちで自分で行き帰りしなけ

ればならない可能性が年間何日かある可能性もございますもので，通学距離は短い

方が良いということで，例えば近い方を優先するであるとか，そういったことを，

受け入れまでに考えていく予定でおります。 

 

（福嶋委員）では何らかの優先順位は決めておいて，上から採っていくということにな

るわけですね。 

 

（委員長）今の通学距離に関してですけど，細かいのですが，要綱のほう１１ページで 

  は第８条で小学校では直線２ｋｍ，中学校では直線では６ｋｍとなっておりまして，

こちらの，今概要を説明していただいた１９ページの方だと概ね直線２ｋｍ，概ね

６ｋｍとなっているのですが，この概ねというのはだいたいどれくらいと普通の方

は認識したらよろしいでしょうか。範囲，１ｋｍ以内とか，５００ｍ以内とか，そ

のあたりはどうでしょうか。 

 

（学校教育課長）すみません，これ表現が違っておりますけれども，基本的には２ｋ

ｍ，６ｋｍというかたちで，実際にはどこから計ったとかいうことがございますも

ので，きっちりこうというのは難しいかもしれませんが，基本的には小学校は２ｋ

ｍ，中学校は６ｋｍというようなかたちで考えております。 

 

（委員長）その，たくさん出てきたときに，距離の近い子とかで決めるかもしれないと

言われたので，今の２ｋｍ以内であると書いてあるときに，両者が２ｋｍ以内にい

たときに，なんとなくそれで近い方が優先といわれると保護者としては反対の気持

ちで２ｋｍ以内ならいいんじゃないんですか，と言われることがあるのかなとふと

思ったものですから。ましてやこれが概ねとかなっているものですから，ちょっと

これででもいいのかと。まあクレームの対象になるのかなと。実際僕もそういう経

験をしています。自分の学校で。微妙なこの距離の違い，またこのあたりも，もう

少し明確にしていただけたら良いような気がします。 

 

（福嶋委員）先ほどの人数が多い場合はこうしますとかいうのは内規でよろしいんです

ね。要綱はなくて別によいのですね。 

 

（学校教育課長）これについては，年によって受け入れ枠も変わることが想定されます

ので，毎年度定めるというこの第７条に書いてある定数，定員等というかたちで，

毎年定めるということは決めておいて，実際には内規の方で出してもらうというか

たちになると。 



11 

 

（委員長）もう一点だけよろしいでしょうか。１５ページの第３号様式のところで，不

承認になった場合の通知がございますけれども，一応申請書を出す段階で，第８条

の５つの項目についてチェックをして，これを満たしている人が申請をする。それ

で不承認になるというのは，何かその，ここに書かれる理由というのは，どんなケ

ースが考えられるでしょうか。 

 

（学校教育課長）先ほど福嶋委員からございますとおり，受け入れ定員を例えば５人に

決めたとして，これで募集が１０人になったというかたちですと，こちらが設定し

た受入人数を超えてしまうというかたちが，おそらく理由としては，ほとんどそれ

になるかなと今のところ考えております。 

 

（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１７１７号「鈴鹿市立学校の通学区域の弾力化による就学に関する

要綱の制定について」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１７１７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１７１８号「鈴鹿市立小学校小規模特認校の就

学等に関する要綱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）提案理由ですが，鈴鹿市立小学校小規模特認校の就学等に関する要綱の一部

を改正するについて，鈴鹿市教育委員会の教育長への事務委任等に関する規則第１

条第２号の規定により，この議案を提出いたしました。詳細につきましては，学校

教育課長の方から説明をさせていただきます。 

 

（学校教育課長）それでは，私から，議案第１７１８号「鈴鹿市立小学校小規模特認校

の就学等に関する要綱」の一部改正につきまして，説明いたします。資料は２３か

ら２５ページでございます。「鈴鹿市立小学校小規模特認校の就学等に関する要綱」

につきましては，平成２６年７月の教育委員会定例会におきまして制定を認めてい

ただき，今年度は，この制度を利用した１７名の児童が，地元の子どもたちととも

に学んでおります。今回の一部改正は，先ほど御審議いただきました「通学区域の

弾力化による就学に関する要綱」を制定することに伴い，それに合わせて表記等を

変更するものが大部分でございまして，大きな内容の変更はございません。具体的
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な変更箇所は，２４ページの新旧対照表を御覧ください。右列，改正前の中段くら

いにある特別支援学級への転入学に関する第６条第２項を削除しておりますが，第

１項で定員を毎年度定めるとしていますことから，そちらで対応することといたし

ました。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）２３ページの（３）「保護者は，児童を卒業まで小規模特認校へ就学させ

るとともに，卒業後は指定中学校へ入学することについて承諾していること。」と

ありますが，申請の時にはそのようになると思うのですけれど，子どもも入学の時

にどこまで自分の判断力でですね，この学校を，この場合だと合川だと思うのです

が，かなり親御さんの意向もあるんじゃないかなと思うのです。６歳くらいだと

ね。それが６年間の間にですね，やはりその，自分のところの元々行くべき中学校

の部活のことだとかですね，あるいは近所の仲の良い友達とかがやはりいるので，

今は特認校に行っているけれど，中学校はまた地元の所へ行きたいという場合に

は，ある程度考慮していただけるということの承諾ですよね。これは。 

 

（学校教育課長）合川小学校へ進んでいただくということでございますので，基本的に

はそのまま天栄中学校に上がってもらって小中連携という視点からもやっていただ

くことでしょうということでございますが，何らかの事情によって就学することが

困難になった場合には，就学校を変えるということもできるということを横にうた

ってございますもので，基本としてはそのまま合川から天栄に進んでいただくとい

う意図で，このようにしてございます。 

 

（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１７１８号「鈴鹿市立小学校小規模特認校の就学等に関する要綱の

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１７１８号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（委員長）続きまして，議案第１７１９号「就学等に関する規則の一部改正について」

をお諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 
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（教育長）提案理由ですが，就学等に関する規則の一部を改正するについて，鈴鹿市教

育委員会の教育長への事務委任等に関する規則第１条第２号の規定により，この議

案を提出いたしました。詳細につきましては学校教育課長の方から説明をさせてい

ただきます。 

 

（学校教育課長）それでは，私から議案第１７１９号，就学等に関する規則の一部改正

につきまして，説明申し上げます。資料は２７から３１ページでございます。今回

の一部改正は，先ほど御審議いただきました通学区域の弾力化の開始による変更と

通学区域の見直し方針に示しました地域の保護者からの要望等による通学区域の変

更及び現状に即した通学区域の変更を行うことによるものでございます。具体的な

変更箇所は，２９ページ以降の新旧対照表になってきます。２９ページを御覧くだ

さい。変更箇所には下線を引いてございます。まず第４条の後半でございます。

「通学区域の弾力化」の開始に伴いまして，ただし書き以降の図を変更しておりま

す。次に，通学区域の見直しに伴う変更部分ですが，要因は３つございまして，１

つは了解区域に関する変更，後の２つは共通学区の解消によるものであります。１

つ目は，２９ページの表の右端の列にございます加佐登小学校の了解区域でござい

まして，上田町，旧日本コンクリート(株)社宅付近は，現在存在しておりませんの

で，削除いたしました。２つ目は，２９ページの右から２列目の共通学区，旭が丘

小学校のところと，３１ページの白子中学校，同じく右から２列目の共通学区の欄

でございます。こちらにつきましては北花野，中花野，南花野，左記自治会を除く

旧花野自治会区域を今回共通学区を解消しているのでございますが，小学校は旭が

丘小学校と愛宕小学校，中学校は白子中学校と鼓ヶ浦中学校の共通区域でございま

したが，対象者の大部分が旭が丘小学校と白子中学校へ入学するという実態や通学

区域の弾力化の開始によりまして，それらの地域は共通学区に近い扱いとなります

ことから，共通学区を取りやめ，旭が丘小学校と白子中学校に就学することといた

しました。３つ目でございますけれども，先ほど見ていただいた３１ページの白子

中の後半部分でございます。ほかにも共通学区として，東花野，江島台一丁目，新

江島町，オーラム江島台自治会がございましたが，対象者の多くが鼓ヶ浦中学校へ

入学するという実態と関係自治会の意向も伺った上で 共通学区を取りやめ，鼓ヶ

浦中学校へ就学することといたしました。これらの学校以外に新旧対照表に出てま

いります学校につきましては，共通学区の解消に伴い，変更が生じた学校や表記上

の変更を加えた学校でございます。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）２９ページのところにございます，「ただし，申出があった場合で教育委    

  員会が適当と認めた場合は，この限りでない。」という項目があるのですけれど 

も，例えばどういうことが想定されるのでしょうか。 
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（学校教育課長）右側にありました，まず小規模特認校制度の場合がございますし，今 

  回御審議いただき認めていただきました通学区域の弾力化の場合。あとは学校申請 

  が実際にはございますのもので，そういったことを想定しております。 

 

（福嶋委員）今のところ個人的な理由とか，そういうのはあまり考えていないのですね。

そういう申出があったときに適当と認める場合，ケースにですね，そういうのでは

なくてもっと個人的どうこうというのは駄目ということですね。例えばあそこの学

校はどうしても行きたくないと言っているとか。そういうのは駄目ということでよ

ろしいですか。 

 

（学校教育課長）個人的な理由もいろいろあるかと思うのですが，例えば一つの理由と

して，自分のやりたい部活動がない場合，今の学区外通学のきちんとした理由，う

ちが認める理由としてなっております。ただ，同じ学区内でいうなればあちらのク

ラブのほうが強いからとか，そういったことは今おっしゃっていただいた個人的な

理由に当たるとなって，私どもは認めておりませんもので，そういったかたちで言

うと，認めない部分もある。学区外とか，あるいは要綱にしたがっていくものにつ

いては私どもは適当として基本的には認めさせてもらいますので，そういったこと

で区分けをしております。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。 

それでは，実態に合わせたようなかたちに修正をしたということですので，それで 

は議案第１７１９号について，お諮りしたいと思います。「就学等に関する規則の 

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１７１９号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（委員長）続きまして，６番目の議案第１７２０号「鈴鹿市立学校及び鈴鹿市立幼稚園

職員の感染症の管理に関する規程の制定について」をお諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）提案理由ですが，鈴鹿市立学校及び鈴鹿市立幼稚園職員の感染症の管理に関

する規程を定めるについて，鈴鹿市教育委員会の教育長への事務委任等に関する規

則第１条第２号の規定により，この議案を提出いたしました。詳細につきましては

学校教育課長の方から説明をさせていただきます。 
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（学校教育課長）それでは，私から，議案第１７２０号，「鈴鹿市立学校及び鈴鹿市立幼

稚園職員の感染症の管理に関する規程」の制定につきまして，説明申し上げます。

資料は３３から３９ページでございます。今回の規程の制定についてでございます

が，平成２７年３月２４日付けで三重県教育委員会事務局福利・給与課長より「三

重県教育委員会の感染症の管理に関する訓令の一部改正について」通知がありまし

た。一部改正前は，「感染症が発生した場合，三重県教育委員会結核審査委員を置き，

必要に応じて対策委員会を設置して対策を協議する。」となっておりましたが，改正

後は，「所属長は，保健所等関係機関と連携し，必要に応じて調査への協力を行い，

感染症のまん延の防止について，適切な措置を講じなければならない。教育委員会

は，感染症のまん延が危惧される場合等にあっては，必要に応じて関係機関と連携

し，適切な措置を講じなければならない。」と変更されておりまして，対策委員会は

設置しないこととなっております。本市におきましては，これまで県の訓令を参考

とし，県の対策委員会に準じて結核審査会を設け対応することとしておりましたが，

その必要がなくなりましたことから，先ほど議案第１７１６号で審議いただきまし

たが，鈴鹿市教育委員会市民委員会規則にございました鈴鹿市立学校職員結核審査

会を廃止するとともに，結核症に特化した現行の「鈴鹿市立学校の結核症の管理に

関する規程」を廃止し，新たに感染症全体を対象とする「鈴鹿市立学校及び鈴鹿市

立 幼 稚 園 職 員 の 感 染 症 の 管 理 に 関 す る 規 程 」 を 制 定 す る こ と と

いたしました。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）感染症というと，例えばインフルエンザも含まれるのですかね。そうする

と，発生予防に努めるというところなのですが，インフルエンザの予防ワクチンを

摂取するように何とか，なるべく教職員も来るようにというような，そういうのは

ここのところにも入ってくるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）感染症でございますので，当然インフルエンザも入ってまいります。

それでインフルエンザにつきましては，日頃からやはり子どもたちへの影響等を考

えまして，教職員には予防接種等につきまして，季節になりましたら校園長会等を

通じて呼びかけをさせていただいておりますので，特にこれが規定があるから変化

するということではございませんもので，今後も継続してそういった働きかけをし

ていきたいと思います。 

 

（福嶋委員）実際に教職員の皆さんはインフルエンザの予防ワクチンの接種率というの

は高いのですか。 

 

（学校教育課長）実際に何人の方が打ってみえるかまでは正直私ども調査しておりませ

ん。ただ，実際にワクチンを打ってない先生もみえるということは実際に把握はし
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ておりまして，昨年度もお休みされた先生がみえまして，予防ワクチンをされたん

ですかと言ったら，していませんという方がみえましたので，やはり子どもたちに

接するということの意識につきましても高めていただくようにということで，注意

は喚起していきたいと考えております。 

 

（福嶋委員）内科の先生から教職員，先生方が接種率に関心が低いのではないか，とい

うようなことを聞いたことがございますので，是非なるべく打っていただきますよ

うに言っていただければと思います。 

 

（伊藤委員）案外インフルエンザって３３００円くらいするんですね。注射って。たま

たまだったと思うのですが，先生がインフルエンザにかかって，その前列の子がイ

ンフルエンザにうつったという例もあって，なかなかそこは難しいところだと思う

のですが，できたらやはり補助金，お金は難しいですよね。一部，例え１，０００

円や１，５００円でも一部補助するのでも全員打って欲しいとかっていうのもかな

りの人数になられますので難しい話だとは思うのですけど，やはり出席停止。でも

新聞のほとんどやはりいつもインフルエンザで，学級停止というのも冬になるとみ

られますので，そこらへんを，やはり少し意識をしていただけるとありがたいかな

と思いますね。 

 

（福嶋委員）民間でですね。そういう接客業とかの場合は，強制的ではないのですが，

ほぼ高い比率で受けているということが実際あるのです。だからお子さんの命を預

かっている現場なので，なるべく受けていただけるようにお願いをしたいと思いま

す。 

 

（伊藤委員）うちも事務所関係だけは，もう全部支給するんです。とりあえず，ばたば

たって休んだ時に仕事が動かなくなるので，もう事務関係というか，管理関係の人

たちについては注射代全部出して，とりあえず受けてくださいというのでまあなん

とか努めてはおります。 

 

（委員長）私も職業柄かかったりするもので，打つように努力はしておるのですが，毎

年というのは正直しない時もございまして，なかなか難しいかなとは思うのです

が，意識は持っているのですけれども。 

 

（教育長）そのうち受験シーズンが近づいて来て。 

 

（委員長）そうですね。確かに先生方も多分意識の高い方はかなり増えていっているの

だとは思います。ただ中にはやはりまだ意識の低い方も正直いるかと思います。そ

ういう人たちをいかにして底上げしていくかということが大事かなと思います。 

 

（伊藤委員）一部補助金がいいね。たとえ１，０００円でも。 
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（学校教育課長）その点も調べさせていただいて，自分も県庁にいた時は補助をもらっ

ていた覚えがあるのですけれども，学校にいた時はどうだったかなと。だいぶ離れ

ておりますので，また確認させていただいて，できるだけそういったものがあるよ

うでしたら，先生方の接種率を上げるようにという動きも再度心がけていきたいと

考えております。 

 

（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１７２０号「鈴鹿市立学校及び鈴鹿市立幼稚園職員の感染症の管理

に関する規程の制定について」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１７２０号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（委員長）ちょうどこれで１時間近くになりましたので，それでは今から後ろの時計で

１６時５分まで休憩ということで，お願いいたします。 

 

 

＜＜    休憩    ＞＞ 

 

 

（委員長）それでは時間になりましたので，７番目の議案第１７２１号「鈴鹿市中学校

ランチサービス事業実施要綱の廃止について」をお諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）提案理由ですが，鈴鹿市中学校ランチサービス事業実施要綱を廃止するにつ

いて，鈴鹿市教育委員会の教育長への事務委任等に関する規則第１条第２号の規定

により，この議案を提出いたしました。詳細につきましては学校教育課長の方から

説明をさせていただきます。 

 

（学校教育課長）それでは，私から，議案第１７２１号，「鈴鹿市中学校ランチサービ

ス事業実施要綱」の廃止につきまして，説明申し上げます。資料は４１から４３ペ

ージでございます。平成２７年５月から，中学校給食を開始したことに伴い，中学

校におけるランチサービス事業が４月で終了しましたので，本要綱を廃止するもの

でございます。この公示は，公表の日から施行いたします。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。 
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（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）ほかによろしいでしょうか。給食センターができて，給食システムが始まっ

て，もう必要がなくなったというかたちでよいかと思うのですけれども，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１７２１号「鈴鹿市中学校ランチサービス事業実施要綱の廃止について」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１７２１号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（委員長）続きまして，８番目の議案第１７２２号「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）提案理由ですが，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

関する規則の一部を改正するについて，鈴鹿市教育委員会の教育長への事務委任等

に関する規則第１条第２号の規定により，この議案を提出いたしました。詳細につ

きましては教育支援課長の方から説明をさせていただきます。 

 

（教育支援課長）それでは，私から，議案第１７２２号｢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の一部改正について｣を説明申し上げま

す。４６ページの新旧対照表を御覧ください。今回の一部改正につきましては，委

員の報酬についての規定，第７条を削除する一部改正でございます。一部改正を行

なう理由としましては，このたび，本市の委員会等の根拠規定や報酬規定を見直す

中で，第７条に引用する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第

２条第２項が削除されること。加えて，学校運営協議会委員の報酬につきまして

は，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施行規則におい

て，委員の名称及び報酬額が明確に規定されることとなりますので，学校運営協議

会の組織及び運営に関する規則の中で，委員の報酬について規定する必要がなくな

りました。そのため，第７条を削除し，第８条を第７条とし，第９条から第１８条

までを１条ずつ繰り上げる一部改正を行なうものでございます。説明は，以上でご

ざいます。よろしく御審議ください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。 
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（委員長）よろしいですか。別の方に既に規定されたというかたちで，こちらはもう廃

止になるということだと思いますので。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１７２２号「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１７２２号を原案のとおり承認いたしま

す。続きまして，９番目の議案第１７２３号「鈴鹿市文化財調査会委員の委嘱につ

いて」をお諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）提案理由ですが，鈴鹿市文化財調査会委員の任期満了に伴い，次期委員を委

嘱するについて，鈴鹿市教育委員会の教育長への事務委任等に関する規則第１条第

１０号の規定により，この議案を提出いたしました。詳細につきましては文化課長

の方から説明をさせていただきます。 

 

（文化課長）それでは，私からは議案第１７２３号「鈴鹿市文化財調査会委員の委嘱」

につきまして，説明申し上げます。４８ページを御覧ください。鈴鹿市文化財調査

会委員の委嘱でございますが，鈴鹿市文化財保護条例に第４条の規定に基づき文化

財に関する諮問機関として文化財の保護活用に関する調査研究並びに文化財の指定

及び指定解除，その他文化財の保護活用に関する必要な事項について意見具申を行

う鈴鹿市文化財調査会委員を委嘱するものでございます。なお，今回の委嘱は，二

年間の任期の満了に伴うものでございまして，文化財のそれぞれの分野において専

門的な知識及び経験の豊富な１１名の学識経験者の方々に引き続き，その任にあた

っていただきたくお願いをしようとするものでございます。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）文化財調査会の委員さんというのはやはり相当な学識がないとなかなかな

れない委員と思います。引き続きやっていただくのが良いと思います。この中で鈴

鹿市在住の先生がたは何人くらいいらっしゃるのでしょうか。参考までに教えてく

ださい。 

 

（文化課長）住所につきましては今手元に。申し訳ございません。また後日。 

 

（福嶋委員）４名か５名くらい，半分くらいは。 
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（文化課長）５名は間違いなく鈴鹿市内の方でございますが，そのほかの方につきまし

ては市外の方もいらっしゃると思います。 

 

（福嶋委員）やはり鈴鹿市在住の先生がいらっしゃった方がいいなと思っていて，それ

なりの方が鈴鹿市にいらっしゃるということは嬉しいし，できれば続けてやってい

ただければと思います。 

 

（委員長）あまり本質とは関係ないのですが，一つよろしいですか。充て職のところで

全て無しとここに書いてあるのですが，逆に有りとなる場合がございますでしょう

か。 

 

（文化課長）充て職というのはございません。その分野でやはり知識のある方を選出さ

せていただいて，委嘱させていただいておりますので，充て職でというものは一切

ございません。 

 

（委員長）そうするとこの欄は不必要，いらないんじゃないかと。 

 

（文化課長）そうですね。 

 

（委員長）よろしいんでしょうかそこで。 

 

（文化課長）この一覧表の中で設置根拠といたしまして，文化財保護条例の４条と，鈴

鹿市市民委員会会則別表第２７項というようにございますけれども，これは７月１

日に廃止をされるということで，今回の任期７月１日でございますので，大変申し

訳ございません。これはもう無いものということで。下のほうです。２つあるうち

の下の方，委員会規則の方でございます。削除お願いいたします。申し訳ございま

せん。 

 

（岡井委員）文化財の指定なんかをこの調査会でやっていただけると思うのですが，そ

の前にもう，いろいろありますよね建物とか仏像とか，伊勢型紙のようなとか

ね。今年はこういったものをひとつ審議して指定していこうという，ノミネートと

いうか，されているものというのはある程度できているのですか。建物とかいろい

ろ，種目別に。 

 

（文化課長）指定されるものにつきましてはそれぞれですね，こういったものがありま

すので一度御検討くださいというようなことを市民の方からいただいて，それを見

せていただいて審議に入るという形をとっておりますので，特別調査会の中でこう

いう方向でというものはございません。 
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（岡井委員）その指定してくださいというのは，市民とか，あるいはその持ち主の方か

ら言ってくる場合が多いのですか。 

 

（文化課長）そうですね。そういうことです。 

 

（福嶋委員）そうすると調査会の委員の中から，あそこの，例えば仏像があるから指定

したらどうかというの，は今までなかったのですか。 

 

（文化課長）あったか，なかったか，というところまでははっきりとは。情報としては

もしかしたらということはあるかもしれませんが，ただあくまでも文化財というも

のは個人の持ち物という観点から，ご本人からの申請でというか，そういう場合が

多いというように思います。 

 

（委員長）ほかよろしいでしょうか，それでは御意見がないようですのでお諮りします。

議案第１７２３号「鈴鹿市文化財調査会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，議案第１７２３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。「平成２６年度教育委員会活

動の点検・評価について」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，「平成２６年度教育委員会活動の点検・

評価」について，各所属による一次評価がまとまりましたので，説明申し上げます。

報告事項１ページからを御覧ください。はじめに，この教育委員会活動の点検・評

価の趣旨についてでございますが，これは，地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第２６条の規定に基づき行うものでございまして，教育委員会が立案した基本

方針に沿って，それぞれの教育行政事務が適切に執行されているかどうか等につい

て，教育委員自らが点検及び評価を行い，その教育的効果について検証するととも

に，地域住民に対する説明責任を果たしていくためのものでございます。したがっ

て，法律によりまして，この点検・評価については，報告書を作成し，市議会及び市

民へ公表することが義務付けられております。それでは，報告事項の４ページの「１ 

はじめに」を御覧ください。「（１）制度の趣旨」につきましては，点

検・評価を実施する背景や法的根拠，公表の義務付け等について記載しておりま

す。「（２）本市の教育行政の方向性」につきましては，「鈴鹿市教育振興基本計

画」に基づく，本市の教育行政の方向性を簡潔に示してございます。次に，６ペー

ジの「（３）点検・評価の対象」では，この点検・評価は，鈴鹿市教育振興基本計画

に基づき，平成２６年度の単年度計画として策定した，アクションプランを対象

に実施すること及び，前回に引き続き，中期的な進 状況を明らかにする観点か



22 

ら，第５次鈴鹿市総合計画の第３期行財政経営計画に掲げる平成２７年度末目標値

に対する，当該年度の達成状況についても点検を行うことを記載しております。７

ページの「（４）実施フロー」では，本点検・評価の流れを，「（５）一次評価（担当

所属評価）の実施方法」では，「アクションプランに対する単年度評価」と「中期的

目標の達成度に関する点検」の実施方法を記載してございます。なお，具体的な点

検評価項目については，１０ページの平成２６年度アクションプラン及び１１ペー

ジから１５ページの一覧表を御確認いただきたいと思います。次に，８ページの「（６）

二次評価（教育委員評価）の概要」では，一次評価をもとに，教育委員の皆様が行っ

ていただきます二次評価の作成経過を説明してございます。次に，９ページの「（７）

学識経験者の知見の活用」では，法律の規定に基づき，点検・評価の客観性を確保

するために２名の方に，御意見を求める予定にしております。最後の「（８）報告書

の議会への提出と公表」については，報告書の公表の時期等を記載してございます。

続きまして，１６ページから６０ページまでが，アクションプランに掲げている２

４項目の「施策の方向」及び６６項目の活動内容について，各担当課が行った一次

評価の内容でございます。なお，個々の一次評価の内容については，報告資料をも

って，説明に代えさせていただきます。続きまして，６１ページからは，「中期的目

標の達成度に関する点検」でございまして，ここから，７１ページまでが中間的な

施策の進 状況を測るため，第３期行財政経営計画に掲げる教育委員会関連の単位

施策について，単位施策ごとに設定している平成２７年度目標値に対しての，当該

年度の実績値と達成度を明示しております。これにつきましても，個々の評価の内

容については，報告資料をもって，説明に代えさせていただきます。以上が今回の

一次評価の概要でございます。 

  最後に，今後の予定でございますが，この一次評価に対して，教育委員の皆様から，

７月２４日（金）までに御意見等を事務局へ提出いただきたいと存じます。それに

基づき，事務局で二次評価の原案を作成し，８月に予定しております教育委員

会懇談会で二次評価（案）について意見交換を行ってまいりたいと考えておりま

す。その後は，９月教育委員会定例会において二次評価（案）の報告を行い，仮確定

をいただきましたら，有識者へ御意見を求めてまいりたいと考えております。そし

て，１１月教育委員会定例会において最終の点検・評価報告書の案を提出し，承認

をいただきましたら，市議会１２月定例会に，報告書を提出したいと考えておりま

す。 

  また，市民への公表については，市政情報課の「情報コーナー」や教育総務課の窓 

  口で閲覧できるように冊子を設置するとともに，教育委員会のホームページに掲載 

  する予定でございます。さらに，点検・評価報告書を公表した旨を「広報すずか」 

  に掲載する等して周知を図ってまいります。私からの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。 

 

（委員長）よろしいでしょうか。我々は７月２４日（金）までに，とりあえず評価をす

るということですね。 
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（岡井委員）点検・評価報告が始まってから３年か４年目になっているのですけれども，

今からこういうことを言うのもどうかなと思うのですが，タイトルですよね，改め

て見たとき，「教育委員会活動の点検・評価報告書」となっているのですけれども，

教育委員会がこういうことをした，何か我々の教育委員会のですね。活動の，ぱっ

と見たときですね。育委員会の活動の何かこう，点検・評価のように受け止められ

ないこともないのかなと。それから４ページなのですが制度の趣旨が書

いてあって非常に良くわかるように書いていただいてあるのですが，「このことか

ら」というところありますよね，（１）のこのことから「教育委員会は，毎年，そ

の教育行政事務の管理及び執行状況について点検及び評価を行い。」とありまして，

次「そこで」といって，その２行目の後段に「平成２６年度の教育行政事務につい

て「教育委員会活動の点検・評価」を実施し，報告書にまとめた。」とあります。そ

してまたですね。６ページいくとですね，６ページ（３）先ほど課長から説明ござ

いましたが点検・評価の対象はですね，「アクションプランをその対象として実施し

た。」ということで，これですよね。この見開きの。そこで，誰が見ても，そうかと

思えるようにするのだったら，タイトルを例えばですね，「鈴鹿市教育振興計画のア

クションプランの点検・評価報告書」としたら誰が見てもアクションプランについ

て，この見開きのものについてされたんだなと。これは教育委員会の，教育行政っ

て広いですよね。予算もあれば事業もあれば，その執行状況までいうといろいろあ

りますよねこれは。すると本来そうすべきかはわかりませんがこの中身を見たとき

に，私も改めて表紙から，タイトルから見た時に，「鈴鹿市教育振興計画のアクショ

ンプランの点検・評価報告書」とすると，わかりやすいのではないかと思ったので。

今年はこれでよいと思うのですが，これから少しタイトルも考えていただいたらど

うかなと思うのですが，どうですかね。 

 

（教育長）あくまでも法律としては教育委員会の活動，これを点検・評価するというこ

とで，それがいろいろな多岐に渡っておるので，その一つの手法として，そのアク

ションプランを対象にやりますよということでやっております。ですから，アクシ

ョンプランを評価するのとは，本当は違うのですよね。もとは。教育委員会活動の

点検評価なのですよね。ですから，趣旨のところをわかるようにしておくのが一番

いいのかなという気がするのですけれどね。 

 

（岡井委員）私も今こういうことを言うのはおかしいのですが，少しタイトルを見て，

教育委員会活動というとこういうのも一つのですね。我々のその教育委員会活動の

どうあるべきかということの評価。 

 

（教育長）ええ，ですからこれは教育長に委任している部分から何から何まで全部入っ

ているわけですね。だから，普段の行政事務全部が入っていますので，教育委員会

活動としては。 
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（岡井委員）６ページにはね，６ページの「アクションプランを対象として実施した。 

」というもので，実際そういう評価報告書のつくりになっていますよね。それでまあ

ちょっと，私が思ったのが，タイトルを変えて，また来年以降の課題ですけどね。そ

う思ったのです。 

 

（教育長）いや，わからなくはないですよ。実際アクションプランを評価しているじゃ

ないかというのはわかるのですが，それは今便宜上アクションプランを対象として

やって，それを教育委員会活動の点検・評価に置き換えているというか，それにし

ているわけであって，実際はアクションプランでやるかどうかというのはまた別の

話になるのですよね。今回はアクションプランを対象にやりましたよというだけで。 

 

（岡井委員）もちろんアクションプランの中に，この評価の中に，関連事業のね，事業

名とか予算をきちっと位置づけていただいてあるので，このアクションプランの先

にいわゆる教育事務，というのも良いと思うのですけれどね。ぱっと見た時にね，

アクションプランを評価対象にしたと書いてありますので，このタイトルだけちょ

っと変えたらどうかなということで提案してみたんです。教育振興基本計画のアク

ションプランの点検，まあこれは，これでいいと思うのですが。 

 

（教育長）目的は計画を点検・評価するのとは少し違うので，それを，そうやって，こ

の場では置き換えてしか，そのアクションプランでこれにしてますよというだけで

あって，本来はですからアクションプランの評価とは違うと。目的としては。 

 

（委員長）よろしいでしょうか。なかなか考え方難しいと思うのですけれどやはり教育

委員会活動というものを今現在も，表現少し悪いかもしれませんが目に見えるよう

なかたちでのアクションプランだと思います。そこにまとめられているから，それ

を評価して，そして教育委員会活動を評価していこうと。多分そうなっているのだ

と思います。確かに先生の言われるようにこの題名というのが，その，一番本当に

まとめているのは確かにそうやって言われるアクションプラン。でも，それはあく

までも評価の手段として使っているだけであって，一応点検・評価をしているのは

教育委員会活動だということですので。僕は個人的にはこの，こちらのテーマの方

がいいと受けております。 

 

（委員長）ほか，よろしいでしょうか。 

 

（伊藤委員）７月２４日までに意見ということで，基本的にこのアクションプランって，

ここ何年かずっといろいろなものを削っていただいたりもしてあるのですが，やは

り現実的にちょっと則してないかな。こんなのはやめた方がいいのでは，という意

見も入れさせていただいていいでしょうか。 

 

（永井書記）結構でございます。 
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（伊藤委員）そうですか，まあそれは参考までに，自分の意見としてちょっと書かせて

いただくだけの話になると思うのですけど，よろしいですか。 

 

（永井書記）はい。 

 

（委員長）ほかは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，次の報告に移りたいと思います。２番目の 

「鈴鹿市立幼稚園再編整備計画第Ⅲ期再編整備計画の方針について」をお願いしま 

す。 

 

（学校教育課長）それでは，私から，報告事項の２番目「鈴鹿市立幼稚園再編整備計画 

  第Ⅲ期再編整備計画」につきまして，説明申し上げます。資料は７４ページから 

  ７７ページでございます。一昨年度の第Ⅰ期再編整備計画，昨年度の第Ⅱ期再編整 

  備計画に続きまして，今年度は第Ⅲ期再編整備計画を策定し，公立幼稚園の再編整 

  備を進めてまいります。第Ⅲ期再編整備計画は２つの中学校区で進めていきます。 

  ７５ページを御覧ください。まず，平田野中学校区の再編整備計画ですが，庄野幼 

  稚園について，平成２７年度に地元協議を行い，平成２７年度，又は平成２８年度 

  に国府幼稚園に統廃合します。国府幼稚園は，従来どおり２年保育を実施します。 

  廃園となる庄野幼稚園の敷地は，隣接する小学校の敷地としますが，建物は，放課 

  後児童クラブの施設として転換する予定でございます。次に，大木中学校区の再編 

  整備計画ですが，長太幼稚園について，平成２７年度に地元協議を行い，平成２８ 

  年度に箕田幼稚園に統廃合します。箕田幼稚園は，統廃合の時期に合わせ，２年保 

  育を実施します。箕田幼稚園の保育室増設等の施設整備は行いません。廃園後の長 

  太幼稚園の敷地は，隣接する小学校の敷地とします。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。 

 

（伊藤委員）中学校区に一つ幼稚園を残すという方向でずっと再編計画なさってみえる 

  んですけれど，最終的に園児が１桁になっても，中学校区に１つは残されるんです

か。 

 

（学校教育課長）まずですね，再編整備計画に基づきまして各中学校区に１つ，２つあ

るところもあるのでございますが，再編整備を進めております。ただ，この後につ

きましては，子ども子育て支援新制度が今年度から開始されまして，そちらの絡み

でございますとか，再編整備計画の中にうたっておるのですが，幼保一体化施設と

いうような考え方ございますもので，今後のニーズ等によっては変化する可能性は

当然あるというように考えてます。ただ，現時点では，２５年９月に作成しました

全体計画に基づいて，第Ⅰ期，第Ⅱ期と終えて，第Ⅲ期で残りこの２中学校区が残
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っておりますもので，まずこちらについて整備をさせていただきたいということ

で，作成しております。 

 

（福嶋委員）庄野幼稚園の場合，放課後児童クラブの施設にするというように書いてあ 

  って，最近やはり放課後児童クラブの需要というのがとても増えてきているので，    

  望ましいかなと思ってはいるのですが，大体ほぼこういう再編整備計画で空いてく 

  る教室というのは，放課後児童クラブに転用するという方向で考えていっていいん 

  でしょうかね。 

 

（学校教育課長）第Ⅰ期，第Ⅱ期ともそうでございますけれども，実際にこういうよう

に放課後児童クラブの施設として転換するというように書かせていただいたのはで

すね，実際にそういったニーズ，使いたいという希望がある園についてでございま

すもので，実際庄野幼稚園も今のところ今年休園しておるのですが，１部屋は児童

クラブが使用してございます。私どもとしましても，せっかくの施設でございます

もので，使えるものにつきましては，地元の方に考えてもらえるような形でも，考

えておるということです。場合によっては敷地，小学校の敷地の方が不足しておる

ので，そちらの方で使いたいということもあるかと思いますが，何らか小学校なり

地元で使えるようなかたちで有効活用したいというように考えております。 

 

（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，３番目の「平成２８年度鈴鹿市立幼稚園入 

  園児募集要綱について」をお願いします。 

 

（学校教育課長）それでは，私から，報告事項の３番目「平成２８年度鈴鹿市立幼稚園 

  入園児募集要綱」につきまして，説明申し上げます。資料は７８ページからでご 

  ざいます。まず，「１ 募集対象」でございますが，５歳児は，鈴鹿市内に在住し 

  ている平成２２年４月２日から平成２３年４月１日生まれの幼児が対象で，１枚め

くっていただきまして，７９ページの表にある１６園で募集予定でございます。募 

  集の結果，入園希望者が１５名に満たないときは，募集対象年度は休園とします｡た

だし，入園希望者が１５名未満であっても，その園の存する小学校区の対象幼児数

が少ない地域にありましては，１０名程度であれば開園します。（２）４歳児は，鈴

鹿市内に在住している平成２３年４月２日から平成２４年４月１日生まれの幼児が

対象で，下の枠内に示した９園で募集します。４歳児，５歳児とも各園には定員が

ございまして，定員を超えたときは，その園で抽選を行います。ただし，２年保育

を行う園の５歳児につきましては，園内で４歳児から進級する園児を優先し，その

ほかの者で抽選を行います。各園の定員については，７９ページに示したとおりで

ございます。「入園願」は希望する１園のみへ提出することとしており，併願は認め

ておりません。続きまして，７８ページ「２ 募集期間及び受付時間」でございま

すが，募集期間は平成２７年９月１日（火）から平成２７年９月１８日（金）まで，

受付時間は８時３０分から１７時まででございます。ただし，土曜日，日曜日，祝
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日は除きます。「３ 入園手続き」につきましては，鈴鹿市立幼稚園への入園を希望

する場合は，幼稚園に備え付けの「入園願」に必要事項を記入し，入園を希望する

幼稚園へ提出していただきます。その後，各園から指定された日時に，子ども同伴

で面談を受けます。この募集要綱は，８月１日から，各幼稚園等で配布する予定で

ございます。なお，現時点では，この要綱に基づき新年度の園児募集を行う予定で

すが，先ほど報告いたしました鈴鹿市立幼稚園の「第Ⅲ期再編整備計画」の地元協

議の結果によりましては，一部の園で，次年度の園児募集を行わない可能性もござ

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。 

 

（委員長）よろしいでしょうか。それでは第Ⅲ期の結果次第では，少し変わるかもしれ 

  ないということを，含んでということですね。それでは，４番目の「平成２８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，私からは，報告事項の４番目「平成２８年成人式」につき   

  まして，説明申し上げます。８０ページを御覧ください。本年度の成人式ですが，   

  詳細の内容につきましては，現在実行委員会と共に協議中の段階でございますが，   

  日時場所等の概要が決まりましたので，本日は途中経過報告といった形で報告させ 

  ていただきます。本年度の成人式ですが，日時は国民の祝日成人の日の前日，平成 

  ２８年１月１０日（日）午前１０時から１１時までの１時間。会場は昨年度と同じ 

  く，鈴鹿市民会館にて開催いたします。運営方式でございますが，本市の成人式は， 

  平成１４年から新成人による実行委員会制をとっており，実行委員会のアイデアを 

  活かした開催内容としています。今回につきましても，広報すずかやポスターなど 

  で実行委員の公募をしたところ，男性３名，女性８名，合計１１名の若者から応募 

  がございました。これまで既に，５月実行委員会を開催し，活動をスタートさせて

います。また，会場となる市民会館において，参加いただく成人数によっては，メ

イン会場の市民会館ホールだけでは，収容できないケースも想定し，安全確保の観

点から，市民会館展示室と本庁舎１階市民ロビーをサブ会場として，式典の様子を

見られるよう，モニター映像と音声の準備をしたいと考えております。今回の平成

２８年の成人式対象者は，平成７年４月２日から平成８年４月１日生まれの，鈴鹿

市に在住あるいは本籍のある方でございまして，５月３０日現在の住民基本台帳数

は，２，０５１人となっています。また，参加見込み数でございますが，過去の参加

率（約６割）を基に，約１，２３０人程度を見込んでおります。式典・

イベント等の内容につきましては，これから実行委員会で検討してまいりますの

で，今後詳細が決定しましたら，改めて御報告させていただきたいと思っておりま

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。

よろしいでしょうか，成人式について。 
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（委員長）ひとつだけよろしいですか。実行委員の方が，女性が８名，男性が３名とい 

  うことで，女性の方がかなり多いかと思うのですが，これは昨年度はどのくらいの 

  割合でしたか。 

 

（生涯学習課長）昨年度は１２人，男性５人，女性７人でございました。 

 

（委員長）やはり女性の方が多いのは多いということですね。アクティビティというか，

やりたいという方はやはり女性の方が多いのでしょうかね。 

 

（福嶋委員）この方々は個人でばらばらに参加申し込みされたのか，グループでこう 参

加申し込みをされたのか。 

 

（生涯学習課長）申し込みは基本的には個人なのですけれども，個人が呼びかけて，呼 

  んできたということもあるようには聞いております。 

 

（福嶋委員）事前に一応呼びかけられて。 

 

（生涯学習課長）そうです。ポスターや広報で募集しておりますので。 

 

（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 

  の方に移りたいと思います。５番目の「平成２７年度企画展 道の下にあったもの   

  -道路建設に伴う発掘調査から-について」と６番目の「夏休み子ども体験博物館に 

  ついて」を一括してお願いします。 

 

（考古博物館長）それでは，私からは報告事項の５番目，「平成２７年度企画展 道の 

  下にあったもの-道路建設に伴う発掘調査から-」についてと，６番目「夏休み子ど 

  も体験博物館」につきまして，併せて説明申し上げます。８１ページから８３ペ 

  ージを御覧ください。はじめに，７月１１日（土）から８月３０日（日）まで開催 

  いたします，企画展「道の下にあったもの-道路建設に伴う発掘調査から-」につい 

てでございます。鈴鹿市内には１，３００を越える遺跡がございますが，これらの遺

跡の包蔵地において宅地や道路建設等の開発行為が行われますと発掘調査が実施さ

れます。今回の展示では，過去に鈴鹿市内で実施しました道路建設に伴う発掘調査の

成果について出土品やパネル展示により紹介いたします。中でも東名阪道，新名神，

中勢バイパス等の道路建設に伴う大規模な発掘調査は三重県埋蔵文化財

センターが実施しており，出土品につきましてもセンターが所蔵しておりますの

で，普段なかなか見ることのできない出土品について，７０年代頃に実施した発掘調

査から最新の調査のものまでを一堂に御覧いただくことができます。関連事業と

いたしまして，「道路になった遺跡，遺跡になった道路」と題しまして，７月１２

日(日)に斎宮歴史博物館の伊藤文彦さんによる講演会を行います。企画展につきま

しては以上でございます。続きまして，「平成２７年度 夏休み子ども体験博物
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館」につきまして，説明申し上げます。資料の一番うしろになります。企画展チラシ

の裏側を御覧ください。７月１８日（土）から８月３０日（日）までの夏休み期間に，

小学生，中学生を対象に毎年開催しております「夏休み子ども体験博物館」を今年度

も開催いたします。定番の勾玉・土笛作り，火起こし体験のほか，夏休み限定体験講

座としまして，１５講座を予定しており，自然素材を使った講座は夏休みの工作とし

て例年大変好評を得ております。なお，夏休み期間中は，毎日１００人を超える来館

者が見込まれますので，考古博物館サポート会や国分町ボランティア隊の皆さんに

講座のお手伝いをしていただきながら実施する予定でございます。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。 

 

（委員長）よろしいでしょうか。本質的なこととは全く関係ないのですが，１点だけ。 

  ８１ページの真ん中くらいのところで，「主な展示遺物（ 」と書いて括弧が片括   

  弧で終わって，何か重要な文言が抜けているということはないでしょうか。何か重 

  要な文言が実は入っているとかいうことはないですか。 

 

（考古博物館長）ないと思います 

 

（委員長）わかりました。 

 

（福嶋委員）考古博物館ではないのですが，夏休みの頃に図書館も何か，夏休みはやる 

  んじゃなかったでしたっけ。どうですかね。 

 

（文化振興部長）いえ，今日はちょっと来ていないので。図書館からそういった情報は 

  聞いていないです。図書館今日は出席しておりません。詳細なものが私どものとこ 

  ろまで来ておりませんので，ちょっと今日はそういった想定をしておりませんでし 

  た。申し訳ございません。 

 

（福嶋委員）また今度，教えていただければ。 

 

（岡井委員）夏休み，私もここのところに行きたいなと思うのですが，８４ページです 

  けど，例えば土鈴を作ろうとか，伊勢型紙のしおり，定員は毎回１０人ずつで，例 

  えば土鈴ですけれども，４回あるのですよね，各回１０人で。これは何か去年の実 

  績を見て，これくらいで大丈夫だろうなという日にちの数とか１回の人数，そし 

  て，もしこれ１回に１５人来たら抽選か何かされるのですか。 

（考古博物館長）土鈴につきましては今回初めてするものなのですけれども，この４回

するというのは大体そのかかる時間帯によって多分午前中に２回いけるというので，

４回入れているということでございます。各回１０人で，ほかの講座もそうなので
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すが，大体定員を全て受付時間に超えてしまって，毎回抽選をさせていただいてお

ります。 

 

（委員長）私の子どもなんかもよく行かせてもらっていますので毎年。そうすると抽選 

  で外れることもございますので。それはもう仕方がないと。 

 

（岡井委員）外れると２回目優先とか，そんなのは関係ないですよね。２回目は，また    

  ２回目で。 

 

（考古博物館長）２回目は２回目でです。 

 

（福嶋委員）アンギンってなんですか。アンギンのコースターって。 

 

（考古博物館長）古代の織物で，糸で織るんです。糸で。それをやってくださる方がサ

ポート会の中にいらっしゃって。その方が道具を持って，コースターを，これくら

いの１０ｃｍ角のコースターを編みます。 

 

（福嶋委員）なんかおいしそうな感じ。 

 

（考古博物館長）食べ物ではございません。 

 

（福嶋委員）こういう催し物は，先ほどサポート会とおっしゃっていましたが，何人く 

  らいサポートの方がいらっしゃって，回して下さってるのですか。 

 

（考古博物館長）サポート会は会員２０名ほどいるのですが，やはり鈴鹿市内のいろい

ろなところにいるので普段はあまり来てくださらないのですが，一番夏休みに戦力

になるのは地元のボランティア隊の方なのですが，主に手伝っていただくのは講師

ではなくて勾玉のところに多分かなりの人数が行きますのでそこでサポートしてい

ただくのですけれども，その方たちは自分の空いている時間を見て，空いている日

にやって来ていただくので，こちらから何人そうして来るかというのは全然わから

なくて。近所の方なんかは，今日駐車場がいっぱい停まっている，これは大変だ

わと慌てて来てくださる方もいらっしゃいますし，本当に助かっております。職員

がそこまでなかなか手がいかなくなってしまっておりますので。 

 

（福嶋委員）やはりそういう戦力って大切ですよね。 

 

（文化課長）福嶋委員から御質問がありました，文化財調査会委員の方の市内の方が何 

  人いらっしゃいますかという資料が見つかりましたので，１１人中６人が市内の方 

  で，あとは津市と四日市市の方です。申し訳ございませんでした。 
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（福嶋委員）いえいえ，こちらこそ。 

 

（委員長）それでは，御意見もないようですので，その他事項の方に移ります。 

  ｢７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）７月の教育委員会定例会を７月２８日火曜日午後２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）よろしいですか。ただ今の提案に御異議がないようですので,７月教育委員 

  会定例会を７月２８日火曜日午後２時から開催することといたします。 

 

（委員長）それでは，これをもちまして６月教育委員会定例会を終了いたします。 

  本日はどうもありがとうございました。 

 

 

６月教育委員会定例会終了 午後４時５６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 福嶋 礼子 

 


