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平成２７年７月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成２７年７月２８日（火）午後２時から 

 

２ 場所 鈴鹿市役所 本館１１階 教育委員会室 

 

３ 出席 玉川登美男，福嶋礼子，岡井敬治，伊藤久仁子，下古谷博司 

 

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），参事兼スポーツ課長（石坂健），図書館長（北川清美），書記（永井洋一），書

記（佐野方彦） 

 

５ 議事 

（１）懲戒処分について                     （教育総務課） 

（２）専決処分（鈴鹿市文化財保護条例施行規則の一部改正）の承認について 

（文化課） 

（３）専決処分（鈴鹿市立図書館条例施行規則の一部改正）の承認について（図書館） 

（４）専決処分（平成２７年度鈴鹿市立図書館協議会委員の委嘱）の承認について  

（図書館） 

 

６ 報告事項 

（１）鈴鹿市立幼稚園の保育料に関する規則の一部改正について   （学校教育課） 

（２）子ども会議の開催について                 （教育支援課） 

（３）文化の薫る歴史街道活性化事業「私のおすすめ すずか百景」の写真募集につい

て                              （文化課） 

（４）市民学習活性化事業 すずか市民アカデミー「まなベル」について     

（生涯学習課） 

（５）鈴鹿市スポーツ施設ネーミングライツ・パートナーの募集について     

（スポーツ課） 

 

７ その他 

（１）８月教育委員会定例会の開催について            （教育総務課） 

 

８ 傍聴人 １人 

 

（教育長）皆様こんにちは。平成２７年の７月１日付けで，鈴鹿市教育長に就任しまし

た玉川登美男と申します。この７月の定例会から，新しい教育委員会制度のもと，
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私が教育委員会の会議を主宰する立場となりましたので，議事の進行を務めさせて

いただきます。何分，不慣れでございますので，皆様方，御協力をよろしくお願い

いたします。それでは，就任後，初の教育委員会定例会でございますので，開催に

当たりまして，一言御挨拶申し上げます。この度の教育委員会の制度改革によりま

して，これまでの教育委員会委員長と教育長が担ってきた職責を一身に受ける立場

となり，改めてその重責に身の引き締まる思いでございます。昨今は，急激な社会

環境の変化の中，様々な教育課題への対応が求められておりますが，これまで培っ

てきました学校現場での経験を活かし，誠心誠意全力を尽くしてまいる所存でござ

います。鈴鹿の子どもたちが，本市に愛着と誇りを持ち，明るく，元気に，たくまし

く，夢や希望の実現に向かえるような教育を目指してまいりたいと考えております

ので，御支援を賜りますようお願いいたします。よろしくお願いいたします。それ

では，ただ今から平成２７年７月教育委員会定例会を開催します。まず，一点 御

報告させていただきます。平成２７年７月１日，私が鈴鹿市教育長に就任いたしま

したことにより，同日，福嶋委員を教育長職務代理者に指名いたしました。福嶋委

員，今後ともよろしくお願いいたします。続きまして，事項の２でございますが，

本日の議事録署名委員は，伊藤委員にお願いいたします。次に，事項の３，議事に

入ります前に，議案１７２４号「懲戒処分について」は，地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第１４条第７項のただし書きに基づき，会議を非公開にいたした

いと存じます。議案第１７２４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 

 

（教育長）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といた

します。関係職員以外は退席をお願いします。 

 

  ≪教育長・委員・教育次長・教育委員会事務局参事・ 

       教育総務課長・学校教育課長・書記以外は退席≫ 

 

 

                議案第１７２４号 

「懲戒処分について」審議・承認 

 

≪退室者再入室≫ 

 

（教育長）お待たせいたしました。さきほどの議案第１７２４号「懲戒処分について」

は，審議の結果，承認されました。次に，２番目の議案第１７２５号「専決処分

（鈴鹿市文化財保護条例施行規則の一部改正）の承認について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 
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（教育総務課長）提案理由ですが，鈴鹿市文化財保護条例施行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３条第１項の規

定により専決をしましたので，同条第２項の規定によりこの議案を提出いたしまし

た。なお，詳細につきましては，文化課長から説明させていただきます。 

 

（文化課長）それでは，私からは議案第１７２５号「専決処分 鈴鹿市文化財保護条例

施行規則の一部改正」につきまして，説明申し上げます。４ページをご覧ください。

文化財に関する諮問機関であります鈴鹿市文化財調査会は鈴鹿市文化財保護条例で，

その設置が規定されるとともに，同調査会の運営等につきましては，鈴鹿市市民委

員会規則により規定されておりました。しかしながら，平成２７年７月１日付けで

鈴鹿市市民委員会規則が廃止されたことに伴い，その運営に関する事項については

改めて鈴鹿市文化財保護条例施行規則で規定することいたし，規定する内容につい

ては変更いたしておりません。なお，同施行規則の改正につきましては平成２７年

７月１日付けで施行する必要があり，専決処分したものでございます。詳細につき

ましては６ページの資料「鈴鹿市文化財保護条例施行規則改正部分新旧対照表」を

ご覧ください。以上，「専決処分 鈴鹿市文化財保護条例施行規則の一部改正」につ

いての説明を終わらせていただきます。よろしく御審議いただきますようお願いし

ます。 

 

（教育長）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。 

 

（下古谷委員）確認ですが，市民規則の方が廃止になったのでというかたちで，中身は

基本的には何も変わっていなくてそのまま移行したというかたちでよろしかったで

しょうか。 

 

（文化課長）そのとおりでございます。 

 

（下古谷委員）そうすると，今までのほかのやつと同じですね。 

 

（文化課長）はい。同じものがそのまま。 

 

（教育長）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１７２５号「専決処分（鈴鹿市文化財保護条例施行規則の一部改正）

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 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１７２５号を原案のとおり承認いたしま

す。 
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（教育長）続きまして，３番目の議案第１７２６号「専決処分（鈴鹿市立図書館条例施

行規則の一部改正）の承認について」と４番目の議案第１７２７号「専決処分（鈴

鹿市立図書館 協議会委員の委嘱）の承認について」につきましては，一括してお

諮りいたします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育総務課長）いずれの議案も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３条第１項の規定により専決をいたしましたので同条第２項の規定により，提

出します。なお，詳細につきましては，図書館長から説明させていただきます。 

 

（図書館長）それでは，議案第１７２６号「専決処分の承認」及び議案第１７２７号「専

決処分の承認」につきまして，まとめて説明申し上げます。議案書の１０ページを

御覧ください。鈴鹿市立図書館条例施行規則の一部改正につきましては，平成２７

年５月の定例会で，鈴鹿市立図書館条例に図書館協議会を設置する内容で御審議い

ただき，平成２７年６月市議会定例会で鈴鹿市立図書館条例の一部改正が議決され，

平成２７年７月１日から施行されました。これを受け, 鈴鹿市立図書館条例施行規

則につきましても，図書館協議会の設置に伴う内容を加え，平成２７年７月１日を

施行日として整合を図る必要性があったことから，専決処分を行ったことを報告し，

承認をお願いするものです。詳細につきましては，第７章の「補則」を「図書館協議

会の運営」に改め，第２４条で会長の選任方法と役割りを，第２５条で会議の開催

方法を，第２６条で庶務の設置についてを規定するものでございます。次に，鈴鹿

市立図書館協議会委員の委嘱につきましては，条例及び規則の施行日と同日の平成

２７年７月１日を委嘱日として整合を図る必要性があったことから，専決処分を行

ったことを報告し，承認をお願いするものでございます。平成２７年度の鈴鹿市立

図書館協議会委員でございますが，７月１日から来年５月３１日まで，名簿の９人

に委員を委嘱するものです。なお，本年度は，条例及び規則の施行日が７月１日で

あることから１１ヶ月間の委嘱期間となりますが，次年度からは，６月１日からの

１年間で委嘱をする予定です。では，名簿順に学識経験者から衣斐弘行さん，家庭

教育活動関係者からこどもサポート鈴鹿の林佳代子さん，社会教育関係者から鈴鹿

市青少年育成市民会議事務局長の森川克美さん，鈴鹿市ＰＴＡ連合会総務部副部長

の津田弓紀乃さん，郡山公民館長の羽田規夫さん，おはなし会「アリス」代表の木

村由美子さん，音訳グループ「鈴の音」代表の戸田恭さん，学校関係者から鈴鹿高

等専門学校学生課図書係長の柳瀬智紀さん，三重県学校図書館協議会鈴鹿支部長で

石薬師小学校長の平子俊二さんの９名です。なお，衣斐さん，林さん，戸田さん，羽

田さん，木村さん及び柳瀬さんの６名につきましては，昨年度までの鈴鹿市立図書

館運営委員会の委員としても委嘱をしていた方ですが，図書館協議会委員としても

引き続きお願いをするものです。以上でございます。よろしく御審議いただきます

ようお願い申し上げます。 
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（教育長）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）鈴鹿市にとって図書館というのは大事な施設であるわけなのですが，この

図書館協議会というのは，期待をしているのですけれども，どれほどの権限をお持

ちの協議会なのでしょうか。 

 

（図書館長）権限というと，あまりないということになろうかと思うのですが，御意見

を伺う機関ですので，会議の場でいろいろな御意見をいただいたものを私どもが実

行に移していくというふうなことで考えておりますので，命令系統の中には無いで

すけれども，御意見をいただく大切な場として捉えております。 

 

（福嶋委員）今までは運営委員会という名前のものが協議会ということになったという

ことでよろしいですね。とすると，いままで運営委員会ではどのようなことが話の

的になっていたのでしょうか。年に開催されているとかですね。 

 

（図書館長）年に２～４回開催しておりまして，年によってばらつきがあるのですけれ

ども，概ね昨年度の事業の報告を１回目にさせていただくのと，当年度の計画とい

ったものを説明させていただいてます。委員の皆様からは，もうちょっと予算を手

厚くできないのかとか，こういったところをもう少し改善してほしいというような

お話をいただくことが多かったように思います。４回開催した年は，図書館サービ

ス方針と実施計画を作った年でしたので，そういったものを審議いただいて，平成

２６年から平成３０年までの５年間，図書館のサービスについて，いろいろなこと

を計画的に行っていくという方針を出した時点では，こちらの出した方針について

いろいろな意見をいただいて，修正をするなどが主に話し合われた内容だったと記

憶しております。 

 

（福嶋委員）ぜひとも協議会の方も頑張っていただいて，より良い図書館を予算も含め

て，よろしくお願いしたいと思います。 

 

（伊藤委員）この協議会委員の方たちが，図書館の貸出冊数をこう回転率をもっと上げ

る等について，何かお知恵を出されることがあるのでしょうか。 

 

（図書館長）その場でいろいろな御意見をいただきまして，例えばこういった去年度に

出ていたお話ではですね，図書館の中に小中学校の教科書をおいたらどうだという

ようなご意見をいただきまして，自分の子どもさんの学年の教科書は自宅で見られ

るのですが，次の年，自分の子どもが上の学年に上がった時に，どんな教科書を使

っているのか知りたいということで，図書館にあったほうが良いのではないのかと

いうような御意見をいただきました。それをいただくということは，その興味のあ

るお母さんや，保護者の方が，図書館に来ていただくという前提にお話をしていた
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だいていると思いますので，図書館に足を運んでいただく方が多くなったり，ある

いは図書と鈴鹿市の教育全体に目を向けた方が図書館に足を運んでいただけるとい

うような御提案をいただいたというように私どもは捉えています。委員の中にボラ

ンティアの団体の方もいらっしゃるのですけれども，今年度の夏休みに入った期間

で，もう日曜日で終わってしまったのですが，ボランティア団体の方がお子さん向

けの図書館イベントを１週間にわたりやっていただきまして，その間非常に賑わい

のある図書館でしたので，そういったところは，委員でありボランティア団体の１

人であるという方が，図書館に貢献をしていただいて，より，小さいお子さんから

図書に馴染んで読書の習慣をつけてもらいたいなというように活動していただいて

おりますので，図書館にお力添えをいただいているという面では，私どもはとても

助かっているというか，協力していただいてありがたい存在だなというように思っ

ております。意見を言うだけではなく協力もしていただいてますので，すごく私ど

もにとってはありがたい存在だなと思っております。 

 

（伊藤委員）小さい子の図書に対して，全然理解が無いので教えていただきたいのです

が，例えば土日とかこの夏休みなどに企画をして読み聞かせみたいな，そういうも

のはなさってみえますか。 

 

（図書館長）夏休みの期間ということでやっているのではなくて，毎月，本館の方で月

５回，それから江島の分館の方で月２回の読み聞かせの会，お話会というのをやっ

ております。ですので，夏休みの期間という限定ではなくて，お家にいらっしゃる

子どもさんが来ていただけるように，本館も江島も含めて，平日よりも土日の開催

の方が圧倒的に多いので，お父さん，お母さんといっしょにいらっしゃる方が多い

というか，当然小さいお子さんですので，お１人で来てくださる方よりも，御家族

と一緒に来ていただいて絵本を読んで楽しんでいってもらうというようなものをや

っております。 

 

 

（教育長）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１７２６号「専決処分（鈴鹿市立図書館条例施行規則の一部改正）

の承認について」及び議案第１７２７号「専決処分（鈴鹿市立図書館協議会委員の

委嘱）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 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１７２６号及び議案第１７２７号を原案

のとおり承認いたします。 
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（教育長）続きまして，報告事項に入るわけでございますが，約１時間近く経ちますの

で，ちょっとここで休憩をとらせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。

それでは後ろの時計で３時５分ということで，再開は３時５分というかたちにさせ

ていただきます。それでは，その後報告事項へ移らせていただきます。では，休憩

とさせていただきます。 

 

＜＜   休憩   ＞＞ 

 

（教育長）それでは，まだ休憩時間の中なのですがもう皆様お いになりましたので，

少し早いですが始めさせていただいてよろしいでしょうか。 

 

（永井書記）先ほどの議案のタイトルが違っておりましたので，この場で訂正させてい

ただきたいと思います。議案書の２ページ，議案第１７２５号「専決処分の報告に

ついて」とございます。こちら「報告」ではなく専決処分の「承認について」が正解

です。「報告」が誤りでございました。同様に，８ページ及び１２ページ，こちらに

ついても専決処分の「報告について」ということになっておりますが，それぞれ「承

認について」の誤りでございます。この場で訂正させていただきます。よろしくお

願いいたします。 

 

（教育長）申し訳ございませんでした。よろしいでしょうか。訂正の方お願いいたしま

す。 

 

（教育長）続きまして，報告事項に移ります。「鈴鹿市立幼稚園の保育料に関する規則

の一部改正について」をお願いします。 

 

（学校教育課長）それでは，私から，鈴鹿市立幼稚園の保育料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１から６ページでございます。今回の一部改

正は，月途中に入園や退園した場合の保育料につきまして，現行の日割り計算式を

適用しますと開園日数の違い等により不都合が生じる可能性がありますことから，

その部分を修正するものでございます。具体的には，資料１ページ中段から下段に

かけての追加する規定と追加理由に示しましたように，現行の日割り計算式を適用

しますと，月途中で市内の公立幼稚園から公立幼稚園に転園し，両園の開園日に全

て登園した場合，例えば開園日数が２１日以上の場合は月額保育料を上回り，開園

日数が１９日以下の場合は月額保育料を下回りますことから，そこに（１）と示し

てございますが，月途中で公立幼稚園から公立幼稚園に転園した場合で，その月の

在籍日数と開園日数が同じ場合は，日割り計算式を適用せず,その月の月額保育料

をいただくことにいたしました。また，現行の日割り計算式では，途中入園した場

合はその月の月末まで，途中退園した場合はその月の初日から在籍していることを

想定したものであったため，（２）にございますとおり，途中入園した月に途中退

園した場合の保育料に関する日割り計算式も設定しております。併せまして，それ
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らの改正に伴う関係部分の変更と関係条文に誤りがございましたので，その部分を

訂正しております。詳細は２ページから６ページでございますが，今の１ページで

概要を報告させていただいておりますので，これに代えさせていただきます。以上

でございます。 

 

 

（教育長）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。 

 

（下古谷委員）（２）の途中入園した月に途中退園する場合という事例が発生したとい

うことでしょうか。 

 

（学校教育課長）今回こちらではないのですが，途中で転園するという例がございまし

た。昨年度までは月額保育料６，２００円を一律どちらかの園にいただくというこ

とで決定しておりましたが，今年度から子ども子育て支援新制度が始まりまして，

そういう場合は日割り計算式で計算しなさいということで４月から日割り計算式に

変えました。その時に実際に転園される例がございまして，ちょうど開園日数と在

籍日数が一月まるっときていたのですが，２つの園にまたがって，それが日数の違

いによって月額保育料６，２００円と合わないという例がございましたもので，実

はこの（１）の方の見直し，適用がございまして，見直しをしたところでございま

す。それに併せてよく見ていきますと，実はいずれも月初めからいる，又は月末ま

でいるという同一月内で入って出るということを想定した式がございませんでした

もので，併せてこれもその際付け加えたということでございます。 

 

 

（下古谷委員）そういうことですか。ありがとうございます。 

 

（教育長）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「子ども会議の開催について」をお願いします。 

 

（教育支援課長）それでは，私からは報告事項の２番目「平成２７年度鈴鹿市子ども会

議の開催について」につきまして，説明申し上げます。７ページをご覧ください。

この子ども会議については，鈴鹿市青少年対策推進本部による「第３次子どもの健

全育成推進基本計画」の本年度の主要行事に位置づけられているもので，「子ども会

議」として開催するのは本年度が初めてとなります。昨年度までの４年に１回開催

してきた市議会形式の「子ども議会」とは異なり，参加する子どもたちが市長や議

長と鈴鹿のまちづくりに関する夢や希望，思い，アイデアなどについて 直接意見

交流するタウンミーティング形式のものです。選挙権年齢の「１８歳以上」への引

き下げに伴い，子どもたちの主権者としての自覚と社会参画の力を育む教育，主権

者教育の必要性が話題となっております。この取組を通じて，参加した子どもたち

が，行政や地方自治の仕組みに触れ，鈴鹿市のまちづくりへの興味・関心を高め，
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主体的にまちづくりに参加しようとする態度を育む機会としたいと考えています。

開催日時は，８月８日，土曜日の１３時３０分からで，現在のところ，小中学校の

代表３２名が参加する予定です。８ページをご覧いただきますと，当日の日程と主

な子どもの発言内容の見込の一覧となっております。当日は，第１部から第４部ま

での４つのテーマに別れ，それぞれ約８名程度の子どもたちが市長・議長と意見交

換する予定です。実施後は参加者の感想文等をとりまとめ，各学校において還流等

をしていただくことになっております。以上で報告とさせていただきたいと思いま

す。 

 

（教育長）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１人当たり約３分程度ということですが，お子さんが意見を言って，そして

議長さんと市長さんがそれに対してお話をしてくださるという，その都度その都度

のお話の方式なのですか。 

 

（教育支援課長）１グループ８名なので，これがだいたい３０分間となっております。

４人意見を言って，その後市長・議長とやりとりをして，また４人しゃべってやり

とりをするというかたちで実際は流れていきます。単純計算をした時に，１人当た

り自分の意見を言うのと，市長・議長のやりとりも含めて，３分程度というような

かたちになるということになります。 

 

（福嶋委員）ずいぶん３２名って多いんだなというような印象を受けたのですけれども，

それは大丈夫なのですよね。 

 

（教育支援課長）もう少し時間を確保できるようなかたちになると良かったのですが，

今年初めての取組ということになりますので，今回やらせていただいた上で，また

改善も図っていきたいなというように思っております。 

 

（下古谷委員）３２名程度といいますか，参加される小学生というか，中学生も含めて

ですけれど，どのようにして選ばれたのですか。 

 

（教育支援課長）大体の学校については，こういう子ども会議というものがあるから，

ということで，これは小学校５年生以上が対象になるのですが，募集をかけて，そ

こへ立候補してきた子どもたちから選ばれていくというケースと，あとは学校から

推薦してというケースも中にはあったかもわかりません。基本的には応募した子ど

もたちの中から選出していくというかたちで，選んでいたというように聞いており

ます。 

 

（下古谷委員）もう一件よろしいですか。よろしければ，場所も教えていただけるとあ

りがたいです。 
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（教育支援課長）場所はこの庁舎の１２０３の会議室になります。 

 

（教育長）１２階ってことですね。 

 

（教育支援課長）はい。 

 

（伊藤委員）すいません，この，３分にしてはテーマが非常に大きくて，この「親への教

育」とか「幼稚園の今後」とか，「小さい子からお年寄りまでが楽しめる遊び云々」

って，きっとこれは教育委員会が取り組まなくてはならないようなというか，何と

いうか，かかる時間とかというのと，まあそれなりに市長はお答えを軽くはしてい

かれると思うのですが，これはとても難しくありませんか。そう今見て思っている

のですが，その辺りはどのようにお考えになっているのでしょうか。 

 

（教育支援課長）この子どもの発言内容のところで挙げさせていただいている中身など

からすると，非常に今おっしゃられたように難しいところも多々あるのですが，こ

の子ども会議の趣旨としてはそういったこう自分たちの思いとか，こんなふうにな

ればいいなという夢とかをそこで意見交流というか，そういうことをしていくとい

うのが一応目的になりますので，それに対して全部事細かに質疑応答していくとい

うことよりは，そんなふうになるといいなとか，そんなふうになるようにお互いに

頑張っていこうねとか，そういうようなスタイルの問答になると思います。テーマ

で書かせていただいているものについては，非常に短くコンパクトに書いたもので，

より難しい中身だなと思うかもわかりませんが，子ども達は資料を参考にしながら，

自分たちの日常生活のレベルで，例えば私たちもこういうことを勉強しているので，

親御さんたちにもしっかり勉強してもらいたいとかそういうような，子どもの目線

からの意見が多く入るようにと思っております。 

 

（福嶋委員）いらっしゃるお子さんの送迎というのは，父兄がするのですか。その辺り

と，父兄もその時に聞くことができるのかとか，先生はどうされるのかとか，その

辺りをお聞きしたいです。 

 

（教育支援課長）ここまでの送迎については保護者の方にしていただくというのが原則

になっております。当日は，その１２０３の会議室の中で前の部分半分がその会場

になって，まるく輪になるような形で市長・議長・教育長と子どもたちがこう囲む

ような形で，その後ろに保護者の方と，教育関係者と，いらっしゃった方々の席が

設けられているというような会場になっております。 

 

 

（福嶋委員）学校の先生方も，参加される方はいらっしゃるのですか。 
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（教育支援課長）子どもが出てくるここらへんに参加するに当たっては，いろいろ担当

の学校の先生が指導に当たっていただいたりということもありますので，どれだけ

の方がみえるかというのはきちんと把握しているわけではないですが，昨年度まで

の例でいきますと，だいたい担当されていた先生方や校長先生とかは，この子ども

議会，子ども会議というのは見に来ていただいているという状況が続いております。 

 

（岡井委員）８ページにありますように，いろいろなテーマ，発言内容が出ております

ので，まあなかなかまとめにくい，そういうことは難しいかわかりませんけれども，

先ほどおっしゃったみたいに初めてなので子どもの視線，目線で是非ですね，子ど

もの本音が出るような会にして，あまり絞り込むのではなくて，今回もいろいろな

点から出していただいて，そしてその中に，子どもの本音の中に，弟がまだ保育園

児だったら保育園の子どものこと，家でも話し合ってるようなことですよね，保育

園のことやら，また，おじいちゃんおばあちゃんが高齢者でしたら高齢者のことだ

とか，まあちょっと，車も無いしバスをもう少し回してくれとか，そういう話も出

てくるのではないかと思いますので，あるいは友達の関係ですとここにもでており

ますけれども外国人の子どものことやら，障がいのある子どものことやら，いろい

ろその本音の中にそういうのが出てくるので，議長さん，市長さんはその裏にある

ものをつかみとって，すくいあげていただくように，していただければ，今回はい

いんじゃないかなと思います。 

 

 

（教育長）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「文化の薫る歴史街道活性化事業「私のおすすめ すずか百景」の写真募集につ

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，文化の薫る歴史街道活性化事業「私

のおすすめ すずか百景」の写真募集につきまして説明申し上げます。９ページと１

０ページのチラシを御覧ください。この度，国の地域活性化・地域住民生活等緊急

支援交付金地方創生先行型を活用し文化の薫る歴史街道活性化事業として，旧東海

道や旧伊勢街道を散策される方々を中心に，本市への来訪者に様々なサービスを展

開して，交流人口の増加を図り，文化力を活用した地域活性化を進めて参りたいと

考えております。具体的な事業といたしましては，鉄道事業者等が実施する「さわ

やかウォーキング」などとタイアップして，本市の来訪者に記念品や市内の産品を

配布したり，旧東海道のおすすめウォーキングマップの作成や，歴史街道を紹介す

るホームページの作成，また，歴史講演会の開催や，佐佐木信綱記念館の生家土蔵

を活用した休憩スペースの整備などを行う予定でございます。そしてこの事業の一

つとして，本市の歴史，文化，自然の魅力が感じられるおすすめ写真を県内外から

広く募集し，新たな鈴鹿の魅力を発見することをねらいに「私のおすすめ すずか百

景」写真募集を企画いたしました。なお，御応募いただきました写真は，ホームペ

ージや記念館等に設置予定のデジタルフォトフレームで紹介し，情報発信すること
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により，本市への来訪者の増加につなげていきたいと考えております。説明は以上

でございます。 

 

（教育長）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。 

 

（下古谷委員）確認だけですが，９ページのところの３番の事業内容の一番下で，佐佐

木信綱記念館のところで，一番下，括弧で今年度未完成予定と書いておりますけれ

ども，これはその要するに，一部はやりますけれども，残り少しありますよ，とい

うことですか。 

 

（文化課長）未完成予定っていう言葉が，私もちょっとよくわからないと思ったのです

が，すみません，完成させる予定はしております。ただ，工事の関係で遅れること

もあるのかなということもあって，こういうことを書いたのかなと思います。申し

訳ございません。今年度中に。 

 

（教育長）今年度「末」ってなっていますよ。 

 

（文化課長）今年度の末。来年度３月には完成をさせる予定です。 

 

（下古谷委員）ありがとうございます。 

 

（福嶋委員）末で切るんですね。未完成っていうわけではない。 

 

（下古谷委員）そうですね。年度「末」なんですね。ごめんなさい。 

 

（文化課長）「年度末 完成予定」です。ごめんなさい。未完成予定って言葉があるの

かなって思いますよね。すみません。年度の末，完成予定です。 

 

（福嶋委員）土蔵を活用したというのは，土蔵の中を整備して，なにか飲食できるよう

にして。 

 

（文化課長）そうですね，実は土蔵の屋根が，真ん中を支える梁がシロアリにやられて

おりまして，少し壊れかけておりますので，この事業の交付金を利用して屋根をま

ず直して，そして中を改装しまして，入っていただいて，気軽に休んでいただける

スペースを作ろうという，そういう。 

 

（福嶋委員）それは一挙両得でよろしいですよね。 

 

（文化課長）はい。この事業を利用して，この際やろうということで。 
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（福嶋委員）どうしても歩く方はそういうちょっとした休憩スペースというのが必要で

すものね。どちらかというと歩かれる方は食事をする場所が無いといつも困られま

すね。よく聞かれるのです。どこで食べたらよいでしょうかと。なかなか無くて。

コンビニなんかに行ったらお弁当買えますよぐらいの答え方しかできないのです。 

 

（文化課長）中にもベンチとか少し置いて，そんなに広くございませんので沢山の方が

いっぺんに入られるということは無いですけれども，ベンチも３つくらい置いてで

すね，ちょっとしたおにぎり程度頬張れるような，そういうスペースにはなると思

いますので。活用していただきたいな，と思っております。 

 

（岡井委員）この１０ページのおすすめ鈴鹿百景の写真を見ていると，非常に，うきう

きしてくるようなきれいな写真でありますけれども，これ裏にですね，ホームペー

ジ等で公開活用しますとありますけれども，これも，小学校中学年の郷土学習なん

かにこうぴっと貼る写真が集まると思いますので，その中のいくつかですね，ちょ

っとした解説文２～３行つけていただいて，小学校へ，百景のうち予算の範囲で配

布していただくと，非常に良い郷土資料になるんじゃないかなと。最新のね。また

御検討いただけたらと思います。 

 

（文化課長）ありがとうございます。今後ですね，今年を含めて５年間続く事業という

ように聞いておりますので，その中で予算的なことも含めまして，検討していきた

いと思いますので，ありがとうございます。 

 

（下古谷委員）すいません，それ，是非，やるのであれば，今だとデジタル化の時代で

すので，ＣＤか何かにコピーして配れるような形にされたほうが良いような気がし

ます。 

 

（福嶋委員）あの，先ほど予算の事をおっしゃってましたけれども，今回この鈴鹿百景

のおすすめするもの，記念品というのはお茶とか食事券とか銘菓ということで，鈴

鹿のものを，これは寄付をしてもらってということになるのか，それとも予算が無

くて，この記念品に苦慮されているのかななど，いろいろ教えてください。 

 

（文化課長）予算的な面では１０分の１０の交付金いただきますので，その中で全てう

ちの方で準備させていただきますので，寄付ということは考えておりません。あと，

先着５００名の方に型紙で染めた手ぬぐいも配らせていただこうかなと思っており

ますので，全て予算内で賄うつもりでございます。 

 

（福嶋委員）手ぬぐいはちょっと魅力的ですね。 

 

（文化振興部長）ここの事業なのですけれども，国の事業でですね，交流人口の増加と

いう地方創生の大きなお題目がありまして，市内の人に応募してもらおうではなく
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て，市外，外の人に来ていただいて応募をしていただこう，というのが一番大きな

趣旨になっております。ですから市内だけではなしに，いろんなところへ，ＪＲの

中吊り広告とか，各駅にポスター，あるいはチラシ等を置いてやっていくというこ

とで，一番の主眼点は，鈴鹿に足を運んでいただこうと。運んでいただいた方たち

を対象にいろいろなものをお渡しして，また鈴鹿に来ていただこうというのが大き

な趣旨でございます。ただ，市内の方が応募していただく，それは自由で良いので

すけれども，大きな趣旨はそこに主眼点をおいてやらせていただいております。 

   

（福嶋委員）そういう面でこの記念品も結構いろいろ考えられて，こういうようにされ

ているのですね。 

 

（教育長）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，４番目

の「市民学習活性化事業すずか市民アカデミー「まなベル」について」をお願いし

ます。 

 

（生涯学習課長）私からは報告事項の４番目市民学習活性化事業すずか市民アカデミー

「まなベル」につきまして，本年度の事業が決まりましたので報告申し上げます。

１２ページを御覧ください。３年目を迎えます，すずか市民アカデミー「まなベル」

につきましては，市内の高等教育機関，鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部，鈴鹿医療

科学大学，鈴鹿工業高等専門学校と連携いたしまして，市民の「さらに詳しく知り

たい」という専門的分野への学習ニーズに応えるとともに，学ぶことの楽しさを実

感していただき，生涯学習をさらに深めていくことを目的に資する事業でございま

す。「まなベル」の事業概要ですが，テーマを決めまして，各教育機関が持っている

特徴を活かして，専門性のある教育内容を分かりやすく楽しい講座として提供させ

ていただくというものです。本年度につきましては，「未来へつなぐ鈴鹿のおくりも

の」をテーマにいたしまして，各教育機関の独自性を活かした講座を９月から１１

月の３か月間に月２回，計６回の開催を予定しておりまして，高校生以上の方なら

どなたでも受講できます。広報すずか８月５日号や市のホームページ等で申込みの

案内をいたします。１３ページを御覧ください。こちらのほうが具体的なまなベル

の講座の内容でございますが，１回目の講座は９月１２日，鈴鹿大学短期大学部で

「未来へ拓く鈴鹿の教育」，２回目は９月２６日，鈴鹿工業高等専門学校で「ロボッ

ト技術で拓く鈴鹿の未来」，３回目は１０月８日，鈴鹿医療科学大学で「鈴鹿の食材

であるお茶について考えよう」４回目，１０月２３日でございますが，これも引き

続き鈴鹿医療科学大学で，「鈴鹿産ハナビラタケで健康と美を！」５回目が１１月７

日，鈴鹿大学で，「鈴鹿市の観光資源を再検証する-観光都市・鈴鹿の創生は可能か

-」，１１月１４日が最後の講座になりますが，鈴鹿工業高等専門学校で「鈴鹿市で

水素のある生活を創りませんか？」。以上，６回，いずれの講座につきましても，全

て鈴鹿と関連を持たせた内容となっております。「まなベル」の実施に際して受講生

の皆さんは，４つの教育機関のキャンパスを訪れて，現地の講義室で受講すること

になりまして，ちょっとしたキャンパスライフを体験できるといったこともござい
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ます。この「まなベル」を通して，詳しくまなべる，分かりやすくまなべる，楽しく

まなべる，をモットーに市民学習の活性化の一助として進めてまいりたいと考えて

いるところでございます。以上で，報告とさせていただきます。 

 

（教育長）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）まなベルの場合はかなり専門性があるような内容だと思うのですけれど，

大体どのくらいの人数の方が，年齢層の方が参加されているのでしょうか。 

 

（生涯学習課長）平成２６年度なのですけれども，１６４名の参加がございました。年

齢層につきましては，何人かというところまでは把握しておるのですけれども，こ

の中で，高校生に関しては５人で，それ以外については一般の方でございます。昨

年でいきますと，鈴鹿国際大学で開催されました講座につきましては４５人，医療

科学大学が６４人，鈴鹿工業高等専門学校が５５人でございまして，この５５人の

中に鈴鹿高専の高校生が５人参加されております。ちょっと細かい人数の把握はい

たしておりません。 

 

（福嶋委員）では６０名が定員なので，かなりたくさんの方が参加されているというこ

となのですね。 

 

（生涯学習課長）一応定員は教室の大きさ等がございますので，６０名は入れるように

はさせておるのですが，ちょっとそのあたりにつきましては，広報や各学校さんと

連携しまして，もう少しこう，なるべく参加人数を増やすような努力はしたいと思

っております。 

 

（下古谷委員）受講料といいましょうか，１講座あたり５００円というお金を一般の方

からとられているのですが，これは無料というわけにはいかないのでしょうか。 

 

（生涯学習課長）一応ですね，保険も含めまして，いただいておりますもので，高校生

については無料とさせていただいておりますけれども，保険料のこともございまし

て５００円いただいております。 

 

（下古谷委員）ありがとうございます。保険料が入っているのですね。 

 

（教育長）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「鈴鹿市スポーツ施設ネーミングライツ・パートナーの募集について」をお願い

します。 

 

（スポーツ課長）それでは，私からは報告事項の５番目になります「鈴鹿市スポーツ施

設ネーミングライツ・パートナーの募集について」につきまして，説明申し上げま
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す。資料の方は１４ページから３９ページでございますので御覧いただきたいと思

います。スポーツ課では，「鈴鹿市ネーミングライツ導入に関する基本方針」に基づ

き，今回スポーツ施設にかかるネーミングライツ・パートナー募集要項を策定いた

しました。まず，募集施設でございますが，「鈴鹿市立体育館」と「石垣池公園陸上

競技場」の２施設を設定しました。市立体育館の年間利用者は，約１２万人と市内

のスポーツ施設では群を抜いており，さらに，観客席の席数も２階と３階で約２，

６００席を有するなど,市内外からも集客力のある本市で最も認知されているスポ

ーツ施設です。平成３３年には，三重県で開催される国民体育大会のハンドボール

会場のメイン会場として，また今後，大規模改修も予定しており，応募者にとって，

魅力のある施設になると考えております。次に，石垣池公園の陸上競技場でござい

ますが，県内でも数少ない公認陸上競技場の一つで，第一種公認の三重交通Ｇスポ

ーツの杜 伊勢，第二種公認の四日市市中央緑地に次ぐ第三種公認のグレードの高

い競技場として幅広い市民の方々に親しまれております。年間の利用者数も，約５

万４千人と多く，ジュニアや学生の競技大会等が頻繁に開催される全天候型トラッ

クが大きな魅力となっております。また，フィールドにおいては天然芝が整備され，

社会人等のサッカーやラグビーの競技が開催でき，約１，５００人が観覧できるス

タンドも設置されており，国民大会の練習会場の候補にも上がっておる施設でござ

います。さらに，この２施設は本市を拠点として活躍している日本ハンドボールリ

ーグの「三重バイオレットアイリス」，東海社会人サッカーリーグの「ＦＣ鈴鹿ラン

ポーレ」のホーム会場になっていることもあり，この２施設を募集施設に選定いた

しました。次に，命名権料の設定理由についてでございますが，この命名権料の下

限金額の設定に当たりましては，先に述べましたような施設の利用状況や，大会開

催に伴うメディアヘの露出度，また，県や県内の先進市の状況などを参考に設定を

させていただいております。県内でネーミングライツを導入している自治体は，三

重県の他，３市ございます。その中で，体育館で導入しているのが，松阪市の「さん

ぎんアリーナ」と，名張市の「ＨＯＳ(ホス)名張アリーナ」でございます。さんぎん

アリーナは，年間利用者が約６万人，観客席が約９００席で，命名権料が 

  年間１２０万円，また，ＨＯＳ(ホス)名張アリーナは，年間利用者が約５万５千人，

観客席が約８８０席で命名権料は年間９０万円でございます。単純比較はできない

ものの，本市の市立体育館は，年間利用者数にして約２倍，観客席数は，約３倍に

あたることから，命名権料の下限額を，両市の約２倍強の２５０万円と設定をさせ

ていただきました。一方，陸上競技場に関しましては，三重交通Ｇスポーツの杜 伊

勢のみが，ネーミングライツを導入しておりますが，石垣池公園陸上競技場は，利

用者数，観客席数とも約４分の１弱でありますことから，施設のグレードも考慮し

て，１５０万円と設定いたしました。また，契約期間につきましては，平成３３年

の国民体育大会の開催を考慮し，６年から１０年までで応募者が希望する期間とし

ております。次に，選定基準でございますが，愛称，命名権料，契約期間を評点化す

るとともに本市独自の評点として地域貢献度，及び施設の魅力向上の提案を追加し

ております。今後の予定でございますが，７月２３日の定例記者会見で募集につい

て発表させていただいておりまして，８月３日から８月３１日までを募集期間とし
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ます。そして，９月には外部有識者等の御意見もいただいた上で，今後，設置予定

の庁内の選定委員会にてネーミングライツ・パートナーを選定し,適時，合意に向け

た協議を行ってまいります。協議が順調に進みましたら，１０月から１１月頃に，

基本合意書を締結させていただいて，平成２８年４月からの導入を考えております。

なお，本件につきましては，指定管理者とも既に協議を始めており，また，ネーミ

ングライツで得られた命名権料については，募集施設の維持修繕，管理運営，その

他サービスの向上等に必要な事業に充当するほかスポーツ施設にも役立てたいと考

えております。 以上で報告とさせていただきます。 

 

 

（教育長）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。 

 

（下古谷委員）単刀直入にお聞きしますが，大体どれくらい，何件くらい募集があるだ

ろうと見込んでおられますか。 

 

（スポーツ課長）今のところ全くわかりません。これから８月の募集でですね，どれだ

けあるか，こちらも楽しみにしておるといったらおかしいですけれども，そのよう

な状況でございます。 

 

（福嶋委員）待っているというのではなくて，こちらからどうですかとか，アタックす

るということもあるのですか。 

 

（スポーツ課長）とりあえず募集期間もございますし，記者会見等も行っておったりと

か，ホームページ等で公表，募集，要項を載せておったりしておりますので，しば

らくは様子を見たいと思っております。全く何も動きが無ければですね，そこから

はスポーツ課の汗のかきどころかなというように思っておりますので，まあそれは

頑張るという意識も持ちながら，対応をさせていただきたいと思っております。 

 

（岡井委員）応募していただく企業があることを願っておるのですが，もし応募があっ

て，決定しましたその企業は，その施設に自分のところの会社の紹介だとか，商品

の紹介に関するようなポスターを貼ったり，掲示物を貼ったりというような営業に

役立つような何かそういうことを利用できるのかということと，体育館の運営につ

いて，運営協議会のような場に，来て，いろいろ要望とか意見を言う機会も与えら

れるのか，そのあたりはどうなのでしょうか。 

 

（スポーツ課長）いろいろな企業さんがネーミングライツでそこをとっていただいて，

その中で施設の魅力向上に繋がるような活動をしていただく，提案をしていただく

というのは可能と思いますので，販売等も含め，できる会社であればそういうこと

も中で検討はすると思いますし，その辺は，指定管理者と協議の中で進めていくよ

うなかたちになると思います。それについての提案の説明とかそういうものも，そ
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の中で指定管理者との協議であったりとか，その場に応じて対応させていただきた

いと思っております。 

 

（岡井委員）そうしますと，公共施設では物品の販売をしてはいけないという，そうい

う施設もあると思うのですが，そういうのは外れるわけですよね，この場合は。 

 

（文化振興部長）まずですね，大前提が愛称の命名権を与えましょうというものであっ

て，そこで広告をしてくださいというものではないのです。その施設の名称を，愛

称をつける権利を与えましょうというのがネーミングライツでございます。ただ，

その中で選考に当たってですね，よりそういった施設の魅力向上につながるような

ことであったらやってもらってもよろしいということで，そこで宣伝してもらうと

いうのは，そういうものではないわけなのですよね。魅力向上につながるという。

例えばその会社が，例えば無償でこういうものを置きます，どうぞ市民の方で使っ

てくださいよ，そういうものは積極的にうちは受け入れていこうと。ただ，会社の

宣伝というか，商品を並べて，そういうための命名権ではございませんので，そこ

らは一線を画してきちっと考えていきたいなと思っております。 

 

（下古谷委員）広告についてのところで少し関連といいましょうか，１４ページの４番

の愛称の条件の（１）で，２行目のところ「平成２０年鈴鹿市告示第７７号。」その

次「別添２」とありますね。で，「第３条第１項各号のいずれかに該当するものは」

と書いてあってですね，その別添２の方を見させていただきますと第３条の第１項

が存在して，９つの要件が書いてあって，第２項も存在しているのですけれども，

第２項に関しては，これは除外されないという理解でよろしいでしょうか。第１項

各号のいずれかに該当するものは愛称として使用できないと。それで，別添の２３

ページ別添２を見ると，第３条第１項の中に１から９個やっては駄目ですよという

ことが書いてある。その下に第２項があって，前項に定めるもののほかと書いて，

別に定めると。ここにあるものに関しては別に愛称として使用してもよいというこ

とでしょうか。 

 

（文化振興部長）まず，１項は絶対に駄目なものを列挙させていただいてありますし，

２項というのは具体的な広告に関する基準を，２６ページを見ていただきますと掲

載基準というのがあるんですね。挙げるに当たってもこういった業種の人は駄目で

すよとか，また別途の視点で書かせていただいてあります。まず基準としては法令

に違反するとか，こういうことは駄目ですよと。そのほかに，規制業種さんとかで

すね，そういうのは２項で，より基準としてこんな業種，風俗営業，サラ金とか，

タバコとか，こんなのも駄目ですよと。 

 

（下古谷委員）別に定めるというものが，こちらに入ってくると。 

 

（文化振興部長）はい。２６ページでございます。 
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（下古谷委員）で，それは。 

 

（文化振興部長）広告掲載基準でございます。 

 

（下古谷委員）掲載基準ということなんですね。この１番，１４ページのところを見て

しまうと，第３条第１項の各号のいずれかに該当するものは使用できないというこ

とですから，逆に言うとそれ以外は使用できるととってしまうので，第２項のやつ

はいいのかなと思ってしまうのです。それが気になったのです私。 

 

（文化振興部長）これでありかつ，こっちの基準のほうでも引っかかると駄目ですよと。 

 

（下古谷委員）そういうふうにとれなかったので私は。逆にとってしまいましたので。

第２項のものは良いと，とってしまいました。 

 

（文化振興部長）１５ページのですね，６の応募資格を御覧いただきたいと思うのです

けれども，まず最初でおっしゃっていただきましたところはですね，愛称としては

こういったものという，愛称の制限を書かせていただいております。それで１５ペ

ージの応募資格というのは，今度は応募者の条件ですので，さっき言ったこっちの，

基準の方の，応募者としてはこういう条件の人は駄目ですよと。 

 

（下古谷委員）それでこっちへ飛んでくるわけですね。 

 

（文化振興部長）そうです。ですから愛称としては最初にこういったものは駄目ですと。

プラスこっちのほうで，応募資格者として，またひとつ基準を設けさせていただい

てという，２段構えで説明させていただいておりますので。 

（下古谷委員）なるほど。 

 

（岡井委員）先ほど部長がおっしゃっていただいたように，あくまでも命名権の権利を

確保するだけであって，運営とかそういうことについては，全く関与しないと。運

営とかそういうものは今までどおりやるとそういうことですね。 

 

（文化振興部長）そのとおりです。運営等は指定管理者の方がしております。ですから

指定管理者と協議して，そこの妨げにならないように，きちっと命名権者のやるこ

とが指定管理者の業務の妨げにならないように，事前に協議をかけていっておりま

す。こういう命名権，愛称をつけてやっていきますけれども，指定管理者さん了解

してもらえますかということで，了解してもらえますので，名称を変えていきまし

ょうというやり方でございます。ただ，運営等は指定管理者が全部やっております。 
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（教育長）ほかによろしいでしょうか。ご意見もないようですので，報告事項を終えま

して，その次，その他の事項に移ります。まず始めに教育支援課長より追加の報告

がございます。 

 

（教育支援課長）前回の教育委員会でお答えできなかった学校問題解決支援チームの概

要の事例について報告させていただきます。この学校問題解決支援チームの事業は

保護者や地域住民などから学校へ寄せられる様々な要求や抗議に対して学校を支援

し，学校解決や関係の修復を図るものです。平成２６年度の対応件数としては４件

で，教職員の子どもへの対応など，学校の対応に関するものが２件，交通安全施設

や防犯対策への要望など，その他に関するものが２件となっております。以上でご

ざいます。 

 

（教育長）よろしいでしょうか。前回の件につきましてということでした。それではそ

の他の項目の（１），｢８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）８月の教育委員会定例会を８月１２日水曜日午後３時から開催したい

と思いますが，いかがでしょうか。 

 

（教育長）ただ今の提案に，御異議ございませんか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（教育長）御異議ないようですので,８月教育委員会定例会を８月１２日水曜日午後３

時から開催することにいたします。 

 

（教育長）それでは，これをもちまして７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。 

 

７月教育委員会定例会終了 午後３時５０分 

 

以上会議の顛末を録し，ここに署名する。 

 

教育長 玉川 登美男 

 

委 員 伊藤 久仁子 


