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平成２７年１０月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成２７年１０月２０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 教育長（玉川登美男） 

教育委員会委員（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），スポーツ課副参事（川出喜

則），書記（永井洋一），書記（佐野方彦） 

 

５ 議事 

（１）指定管理者の指定について                 （スポーツ課） 

（２）鈴鹿市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正について   

（スポーツ課） 

 

６ 報告事項 

（１）平成２８年度幼稚園児募集結果について                      （学校教育課） 

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

（３）大黒屋光太夫記念館第１１回特別展の開催について                （文化課） 

（４）平成２７年度佐佐木信綱記念館特別展等の開催について            （文化課） 

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

（スポーツ課） 

 

７ その他 

（１）１１月教育委員会定例会の開催について           （教育総務課） 

 

８ 傍聴人 なし 

 

（教育長）皆様，こんにちは。ただ今から平成２７年１０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，伊藤委員にお願いいたします。 

 

（教育長）それでは，議事に入ります。最初に，議案第１７３６号「指定管理者の指定

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）提案理由でございますが，指定管理者の指定についての議案を１２月

市議会定例会に提出するについて，鈴鹿市教育委員会の教育長への事務委任等に関

する規則第１条第３号の規定により，この議案を提出いたします。詳細につきまし

ては，スポーツ課より説明いたします。 

 

（スポーツ課副参事）それでは私から，議案第１７３６号「指定管理者の指定について」

説明申し上げます。議案書の１ページを御覧ください。本議案につきましては平成

２８年４月から供用を開始いたします桜の森公園野球場の指定管理者を，特定非営

利活動法人鈴鹿市体育協会に指定するものでございます。指定の期間につきまして

は，ほかのスポーツ施設の残りの指定期間が２年でありますことから，平成２８年

４月１日から平成３０年３月３１日までの２年間といたします。なお，本件につき

ましては鈴鹿市公の施設の指定管理者選定委員会において慎重に御審議いただいた

結果，指定管理者について妥当であるとの御意見をいただいておりますことを申し

添えさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

（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。 

 

（福嶋委員）先程，選定委員会で十分に論議されたということでしたけれども，もう少

し詳しく，選定までのプロセスというのをお話しいただけませんでしょうか。 

 

（スポーツ課副参事）指定管理者の評価基準に基づきまして，スポーツ課の方で評価を

行いました。内容は大きく４項目に分かれておりまして，まずは基本的な方針はど

うであるかとか，市民へのサービスの向上はどうであるかとか，施設の管理運営の

経費面はどうであるかとか，それから安定した管理運営が施されるかどうか，そう

いった面から判断をさせていただきまして，スポーツ課の方で全ての面につきまし

て妥当であるという判断をさせていただきまして，指定管理者選定委員会の方で，

その判断も妥当であるいう審議結果になりましたのでここに提案させていただいて

おります。 

 

（福嶋委員）そうすると，ほかに指定してもいいよというような団体はなくて，ここだ

けということで決まったのでしょうか。結果として残ったのではなくて。 

 

（スポーツ課副参事）この桜の森公園の野球場につきましては，非公募というかたちで

鈴鹿市体育協会に指定をするということで進めさせていただきました。理由といた

しましては，平成２６年度から指定管理者，鈴鹿市内でですね，ほとんどのスポー

ツ施設を鈴鹿市体育協会が指定管理者を請け負って管理運営をしていただいており

まして，その経緯もありまして，鈴鹿市のスポーツ施設を一元管理するという方針

で進めておりますことから，今回も非公募でほかのスポーツ施設と合わせた在任期

間２年間ということで指定をさせていただきました。 



3 

（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１７３６号「指定管理者の指定について」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 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１７３６号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）続きまして，２番目の議案第１７３７号「鈴鹿市運動施設の設置及び管理に

関する条例施行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 

 

（教育総務課長）提案理由でございますが，鈴鹿市運動施設の設置及び管理に関する条

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１条第２号の規定により，この議案を提出いたします。詳細につき

ましては，スポーツ課より説明いたします。 

 

（スポーツ課副参事）議案第１７３７号「鈴鹿市運動施設の設置及び管理に関する条例

施行規則の一部改正について」説明申し上げます。議案書の４ページを御覧くださ

い。桜の森公園野球場を平成２８年４月から供用を開始することに伴い，所要の規

定整備を行うものでございます。改正の内容といたしましては，施設の使用許可の

制限，使用許可の順位，使用許可の抽せん，申請場所及び申請期間について規定し

ております。施設の規格としましては近隣の石垣池公園野球場と同規模のグラウン

ドで，軟式野球やソフトボールが楽しめる野球場となっております。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

（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。 

 

（教育長）御意見もないようですので，お諮りします。議案第１７３７号「鈴鹿市運動

施設の設置及び管理に関する条例施行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 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１７３７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，報告事項に移ります。「平成２８年度幼稚園児募集結果について」

をお願いいたします。 

 

（学校教育課長）それでは，私からは，報告事項の１番目「平成２８年度幼稚園児募集

結果」につきまして，説明申し上げます。資料１ページを御覧ください。９月１日

から１８日までの期間に行いました平成２８年度の園児募集の結果でございます。

まず右半分になりますが，５歳児につきましては，平成２８年度鈴鹿市立幼稚園入

園児募集要項に基づきますと，１５人を開園基準とする，一番上の段の国府幼稚園

から，下から３段目の神戸幼稚園までの１３園のうち，牧田幼稚園，河曲幼稚園，

一ノ宮幼稚園，長太幼稚園，箕田幼稚園の５園が基準に達しませんでした。さらに

その下の２つ，栄幼稚園と椿幼稚園は，１０人程度を開園基準とする幼稚園でござ

いまして，９人の栄幼稚園は１０人程度と判断いたしましたが，４・５歳児の混合

保育を行っている椿幼稚園は４･５歳児を合わせても６人であり，基準に達している

とは言えないと判断いたしました。これらの基準に達していない６園をすべて休園

にいたしますと，次年度，鈴鹿市立幼稚園に入園を希望する５歳児の全志願者 

  ３３２人の約１８％にあたる６０人が希望する幼稚園に通えないという状況になり

ます。そこで，１５人が開園基準の幼稚園においては，転入等により今後１５人に

達する可能性のある長太幼稚園，人数が１５人に近く再編整備計画で今後存続する

予定である一ノ宮幼稚園，箕田幼稚園は開園することといたしました。河曲幼稚園，

牧田幼稚園につきましては，中学校区にほかの公立幼稚園があることも踏まえ，休

園することといたしました。また，平成２６年度から４・５歳児の混合保育を行っ

ている椿幼稚園につきましては，再編整備後に中学校区に唯一存在する公立幼稚園

であることや，西部地域は近隣に私立幼稚園や保育所等の受入施設が少ないこと，

年に何度かＣバスを利用し加佐登幼稚園と交流保育をしていること等を考慮し，次

年度も加佐登幼稚園等と合同保育を計画的に行うことを条件に，開園することとい

たしました。４歳児につきましては，各幼稚園とも希望者が定員内におさまり，抽

せんはありませんでした。平成２７年９月２９日現在，４歳児は，２１０名，９学

級であり，昨年度比，園児数で５３名減，学級数は増減なし，５歳児は，３３２名， 

  １６学級であり，昨年度比，園児数で８名減，学級数は増減なしでございます。最

後に，もう一度，次年度の開園・休園の状況を確認いたしますと，この表には，１５

園が掲載されておりますが，入園希望者の少なかった牧田幼稚園，河曲幼稚園の２

園が休園となりますので，平成２８年度は，その２園を除いた１３園が開園いたし

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）今回４歳児が５３名減ということでかなりの人数が減ったわけですけれど

も，これは自然の減以上に，ほかに何か理由があるように思うのですが，公立離れ

というものなのかどうなのか，その辺りを教えてください。どういうように大筋を

考えたらよいのか。 
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（学校教育課長）今御意見いただきました４歳児でございますが，確かに年によって変

動はございますが，今年度はこちらが想像する以上に今のところ少ないです。今後

も，異動等によって今後に転入ということもあるかというようなことは考えており

ます。しかし，例年であれば旭が丘等は，もう少し人数が多かったり，抽せんが発

生するかどうかと心を痛める園も何園かあるのが通例でございますもので，確かに

今年は少ないのですけれども，その理由まではですね，自然の減少ということも当

然あるかと思うのですが，それ以外にもひょっとするとあるのかもわかりませんが，

ちょっとそこまでは把握しかねておるところでございます 

 

（下古谷委員）わかればで結構なのですけれども，今のマイナス５３名というところな

のですが，自然減でいくとだいたいどれくらい減る予定というか，予想だったので

しょうか。５３名のうちの半分くらいいってしまうのかそれとも８割くらいいって

しまうのか。 

 

（学校教育課長）来年度４歳児，こちら５月１日現在なのですが，１，８５１名という

ように推測しておりましてですね，それほど例年と変わりはありません。５歳児が

１，８４６名ですので，それほど変わりはないというように予想しておりましたが，

今回募集しますと実際これだけの差が出ましたもので，どうしてそれだけの差が出

たかということは把握しかねております。 

 

（岡井委員）先程も話が出ておりましたが，４歳児が５３名減ということですが，本年

度の４歳児と比べると増えているのが加佐登と神戸幼稚園くらいですね。あとは軒

並み減っている。やはり幼稚園と小学校の円滑な接続という点からしても，併設し

ている地の利，環境の利を活かして，何かこういう意味では寂しいなと感じます。

就学するであろう小学校が近くにあるのに，年々こうやって減っていくということ

が非常に寂しく思うのですが，募集をする手立てというか打開策というのがないの

か。これは，私立の幼稚園においてもこうやって年々減っていっているのかどうか。

管轄外だからわかればの話ですけども，私立の幼稚園においても厳しい状態になっ

ていっているのかどうかということをお聞きしたいのが２つめです。それから，今，

この４歳児，５歳児の母数というのがありますが，今学年としては１，８５１人で

すか，５歳児は１，８４６人とありますけれども，ここの母数は合計すると 

  １，２００人ちょっとなのですけれど，これの母数は，多分その地域だと思うので

すが，この欄における母数の範囲と言うか，そこをちょっとお聞きしたいと思いま

す。 

 

（学校教育課長）何点か御質問いただきましたが，まず４歳児を増やすための努力，方

策についてでございますけれども，再編整備計画におきまして来年度から箕田幼稚

園で，長太幼稚園を統廃合する関係で，箕田幼稚園でその際４歳児保育を始めると

いうことを計画しております。これはやはり地元の，４歳児，５歳児と２年保育が

あることで続けて行かれる方というのが統計的に多いことから，今までですと大木
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中学校区に４歳児保育する園がなかったということで，私立であるとかほかに行か

れていた方が，行く可能性が増えるかなと。あるいは近隣の千代崎中学校区もそう

かと思いますけれど，増える可能性があると考えております。それから私立の数で

ございますけれども，私立も並行して募集している時点でございますもので，増減

についてはこちらとしては把握しておりません。母数でございますが岡井委員のお

っしゃっていただいたとおり，これは国府とか加佐登とか，一応小学校区の人数が

これだけでございますもので，当然ここに入っていないほかの小学校区，全てで３

０校ございますもので，その分を加えると千八百何十人という人数になるというこ

とで，その分がここで言うと六百数十名分は入っていないということから， 

  １，２００という数字になっております。 

 

（岡井委員）神戸幼稚園なのですが，５歳児の希望者は今のところ１８名ということな

のですが，現在の４歳児ですよね，４歳児はもっといたのではないかと思うのです

が，今の４歳児にプラス，大体ほかの年中，年長おいているところは大体，４歳児

プラス数名くらいアップしておるのですよね。神戸幼稚園はこれ，１０人近く減っ

ているのではないかと思うのですが，これは何か理由があるのですか。 

 

（学校教育課長）理由としましては，河曲幼稚園ほかに希望してみえる，４歳は神戸幼

稚園，５歳は，４歳児保育をしていない地元の小学校のある幼稚園を希望している

ということでございまして，実際はですね，河曲幼稚園と牧田幼稚園には，１１，

６名それぞれ入っておりますが，この子達は実際には河曲と牧田には行きませんも

ので，ほかのところ，例えば牧田ですと４名が飯野幼稚園に行くというように伺っ

ておりますし，あとそのまま私立へ戻られる方とか，あと飯野か加佐登で，迷って

みえるお子さんが１人みえると。河曲幼稚園につきましても公立幼稚園に８名が希

望されているというように聞いておりまして，ほとんどがこれ神戸幼稚園に戻られ

るので，その分はまた戻るはずで，今年度並みの人数には戻るというように見込ん

でおります。 

 

（伊藤委員）何度も同じ話になるのですが，公立幼稚園の存亡の危機だと思うのですが，

おそらく公立幼稚園があと１時間か２時間くらい延長保育を認められたらかなり残

っていくと思うのですね。月謝の問題もあるし，鈴鹿市は私立幼稚園にお世話にな

ったのでということで，それはもう今までに何度となく繰り返してきてますので，

今更これについては難しいだろうなということで聞いていたのですが，ここまで減

ってくるのをよしとするかどうかという判断だけは，やはり教育委員会の方で，し

っかりと見極められたほうがよいのではないかなと。せめて，あと１時間でも延長

保育を認められたら，もう少し残るのではないかなというように思うのですが，そ

の辺りはどのように考えてみえますか。 

 

（学校教育課長）数件，確かに要望等もいただいておるところはございます。それで，

現在，再編整備計画では預かり保育は行わないということで今のところ進めており
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ますもので，それに従ってやっておるのでございますが，前回もお話させていただ

いたかもわかりませんが，今後のあり方検討会議というのを今年度，この１０月 

２９日を第１回としまして立ち上げてまいります。これは，今後の公立幼稚園のあ

り方について，伊藤委員のおっしゃっていただいたように，この存続の危機という

こともこちらも感じておりますもので，そういったことも含めて様々な御意見をい

ただきたいというように考えております。子ども子育て新制度も今年度から始まり

まして，預かり保育をする場合はきちんとお金をいただいて，預かり保育をすると

いうことも入ってまいりましたもので，そういったことも含めて，これは例えば御

意見としてそういう声が大きければそれも１つの可能性として，こちらとしては検

討の課題にはなるかなというようには考えております。ただ，それを全ての幼稚園

でするのか，あるいは存続が危ぶまれる，中学校区に１つしかない，例えば椿であ

るとか，栄というのはもう中学校区に１つしかないのですが，そこが休園になるよ

うな状況のところだけやるかとか，そういったところも含めてまたいろいろ御意見

をいただけるのではないかなと思っております。 

 

（伊藤委員）なかなか教育委員会だけでは方針は決まらないのはよくわかるのですが，

でもやはり公立の小学校への橋渡しとしての幼稚園という考え方からいって，市民

の意見も聞いていただくのは結構なのですけれども，やはり幼稚園としてこのくら

いは持ちたいというのを教育委員会の方がしっかり持たれた方が良いような気がす

るのですが。その辺り，主張はできないのですか。 

 

（学校教育課長）その辺りは，私の説明が不足していたかもしれませんが，今後のあり

方検討会議は，あくまでも市がいろいろなことを決めるために，参考の意見をいた

だく場でございまして，そこで意見がこうだと言われたから，決定ということでは

ございません。答申であるとかそういったかたちではございません。今回，あくま

でもいろいろな方の参考意見を聞いてそれをもとに，最後，市として方針を決定し

ていくというようなかたちになっておりますもので，伊藤委員がおっしゃっていた

だいたことも踏まえて，また，時代が当然変わってきて，状況も変わってきており

ますもので，今後検討してまいりたいというように考えております。 

 

（福嶋委員）やはりこれから女性が輝く社会というのを，総理もおっしゃってますけれ

ども，社会参加が増えていくにつれてどうしても子どもの育児というか保育につい

てはもう少し長時間預かっていただいて，もう少ししっかりやっていただかないと

難しいというか，そういう公立離れが増えてくるのではないかなと思っておりまし

て，そういう面ではやはり，働きに行っていて，そして子育てもするというのはな

かなか難しいところがあるので，その辺りを援助するというか，そういう，社会も

助けていくという意味でもですね，先程仰った，預かり保育を，ここは休園してい

る可能性があるからということではなくて，全体的にそういう方向というのも考え

ていく時期になってきているのではないかなというように思っておりますので，ま

た御検討いただければと思います。 
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（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「専決処分（損害賠償の額の決定及び和解）の報告について」をお願いします。 

 

（学校教育課長）それでは，私からは，報告事項の２番目，専決処分の報告について，

説明申し上げます。資料２ページを御覧ください。損害賠償の額の決定及び和解に

係る専決処分の報告でございます。平成２７年７月２１日に，鈴亀地区中学校総合

体育大会のテニス競技が鼓ケ浦サン・スポーツランドで開催されました。その大会

に参加した千代崎中学校テニス部が設置していた簡易テントが風で飛ばされ，駐車

場に駐車していた車に当たり当該車両の屋根の一部を破損するという事故が発生い

たしました。この事故につきまして，自家用車の所有者との示談が成立いたしまし

たので，地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき専決処分をし，同条第２項の

規定により，報告を申し上げるものでございます。 

 

（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）市は，こういう事故というか損害に対して保険というのは入っているので

しょうか。 

 

（学校教育課長）保険に入っておりまして，それで今回支払いをさせていただくという

ことでございます。 

 

（教育長）それでは御意見もないようですので，３番目の「大黒屋光太夫記念館第１１

回特別展の開催について」をお願いします。 

 

（文化課長）それでは，私からは報告事項の３番目，「大黒屋光太夫記念館第１１回特別

展の開催」について説明申し上げます。３ページを御覧ください。大黒屋光太夫記

念館の開館１０周年を迎える，今年の第１１回特別展は『井上靖「おろしや国酔夢

譚」の世界』と題し，１０月２４日（土）から１２月１３日（日）まで開催いたしま

す。大黒屋光太夫を主人公とする長編歴史小説「おろしや国酔夢譚」は文豪，井上

靖さんによって昭和４１年から同４３年にかけて「文藝春秋」に連載され第１回日

本文学大賞を受賞した作品でございます。また，平成４年には，緒形拳さん主演で

映画化されロシア語の翻訳版も出版されるなど，光太夫を広く世に知らしめる作品

となりました。主な展示資料としては，小説の序章原稿や手入原稿をはじめ，取材

でロシアや関係地を訪れた際の創作ノートや写真など，約５０点でございます。本

特別展では，遺された原稿や取材ノートなどを通して大黒屋光太夫一行の漂流事件

をロシアと日本の関係において最も大切な問題としてとらえた井上靖さんとその作

品に触れていただき，小説執筆の背景や物語の世界を改めて紹介できる場と存じま

す。なお，期間中は，できるだけ多くの方々に見学いただけるよう，通常は休館日

にあたります火曜日，第３水曜日も開館し，４５日間開催することとし，また，学

芸員による展示資料説明会を，１０月２８日（水）１０時３０分からと１１月１４
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日（土）１０時３０分からの２回実施いたします。多くの方々に記念館に足を運ん

でいただけますよう周知を行ってまいります。 

 

（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。 

 

（伊藤委員）質問なのですが，この平成４年の映画は，これは個人的なお願いで，例え

ば若松の小学校の子達だけでももう１回見せてあげたいと思うのですが，そういう

のは不可能なのでしょうか。 

 

（文化課長）どういったかたちで見ていただけるかというのは調べてみないとわかりま

せんので，一度検討させていただきたいと思います。 

 

（伊藤委員）当時の映画見せていただいた時に，映像として見ているので，目に焼き付

いているのですが，今の小学校世代の子達というのは話には聞くのですけれども，

やはり目で見るのとは理解が違うと思うのですね。せっかく学校の前に記念館があ

ることですので，もしチャンスがあればもう１度あの映画を見せてあげたいなと思

いますので。できればで結構です。 

 

（文化振興部長）確かにできればよいのですけれども，これ当時大映さんと電通さんが

共同制作ということで作られまして，その後大映さんの継承を角川さんがやってみ

えまして，それですごい版権なりいろいろな権利関係が出ております。ですからそ

ういったことをきちっとクリアする中でどこまでできるかという判断は１度させて

いただかないと，すごい金額がかかったりとかする場合もございますので，そこら

も少し研究はさせていただきたいと思います。 

 

（下古谷委員）第１１回ということなのですが，今回の特別展の一番の売りというのは

何でしょうか。 

 

（文化課長）中日新聞に記事としてのせていただきました中にですね，日本初公開とな

る資料を今回展示させていただくということです。ロシアを訪ねた際のノートです

ね，井上靖さんが作られたノートとか，それから古代の研究者らと交わした手紙４

通ですね，日本初公開となるということで，そういったものも含めて公開させてい

ただくということです。 

 

（教育長）神奈川現代文学館から借りてみえるのですね，これ。 

 

（文化課長）まさに今借りにいっております。昨日今日で。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，４番目の「平成２７年度佐佐木信綱

記念館特別展等の開催について」をお願いします。 
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（文化課長）それでは，報告事項の４番目，「平成２７年度佐佐木信綱記念館特別展等の

開催」につきまして，説明申し上げます。資料は７ページでございます。今回の特

別展では「信綱と雪子～二人三脚の文筆活動～」と題して１１月６日（金）から 

  １２月１３日（日）にかけて３２日間開催いたします。明治２９年，佐佐木信綱は

藤島家の一人娘，雪子を妻に迎え，５２年間にわたる，雪子夫人との，二人三脚の

文筆活動をはじめます。妻雪子は，夫の活動を献身的に支えるとともに，「筆のまに

まに」など，共同の著作物を刊行するなど自身の創作活動においても意欲的な姿勢

を覗かせます。信綱の親友であり，良き相談役であった徳富蘇峰は「文化勲章の半

分は妻である雪子のもの」と語っており信綱の功績における雪子夫人の存在の大き

さが伺えます。今回の特別展では，雪子から信綱に宛てられた結婚前の書簡や，入

籍届の控え，佐佐木信綱の共著等の原稿など，関連資料３５点の展示をとおして妻

雪子が，信綱の執筆活動にどのような影響を与えたかその一端を明らかにし二人が

ともにあった５２年間の軌跡を描き出していきます。なお，特別展期間中の１１月

７日（土）佐佐木信綱顕彰会との共同主催で同記念館２階の講座室において講演会

を行います。第一部は，当課学芸員からの特別展解説，第二部は「木下利玄・人と作

品」と題し，鈴鹿工業高等専門学校准教授の久留原昌宏氏にご講演賜ります。また，

１１月２７日（金）には文化の薫る歴史街道活性化事業の一環として信綱の孫にあ

たる佐佐木幸綱氏を講師にお迎えし，鈴鹿市文化会館さつきプラザにて「信綱の人

と仕事」と題して文化講演会を開催します。講演会への御参加とともに特別展によ

り多くの方々に来館いただけますように，ポスターやチラシ等で，市内外に広く周

知を図って参りたいと考えております。 

 

（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。 

 

（教育長）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・パートナーの選定について」をお願いします。 

 

（スポーツ課副参事）それでは私から５番目の「鈴鹿市スポーツ施設ネーミングライツ・

パートナーの選定について」説明申し上げます。資料１２ページを御覧ください。

７月の教育委員会定例会において報告させていただきましたとおり，鈴鹿市スポー

ツ施設ネーミングライツ・パートナー募集要項に基づきまして，去る８月３日から

３１日までを募集期間とし，鈴鹿市立体育館及び石垣池公園陸上競技場の２施設に

おきまして，ネーミングライツ・パートナーの募集を行いました。その結果，２施

設ともにＡＧＦ鈴鹿株式会社１社のみ応募がありました。具体的な応募内容につき

ましては資料のとおりでございますが，応募金額につきましては，鈴鹿市立体育館

が募集下限額を２５０万として募集をかけさせていただきましたところ年額３００

万円の応募が，また石垣池公園陸上競技場におきましては募集下限額１５０万で募

集をかけさせていただきましたが年額２００万円の応募をいただきました。応募の

契約期間につきましては平成３３年の国民体育大会の関係から，６年以上１０年ま

でということで募集をかけさせていただきましたところ，６年間の契約をいただき
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ました。それから愛称案につきましては，鈴鹿市立体育館がＡＧＦ鈴鹿体育館，石

垣池公園陸上競技場につきましてはＡＧＦ鈴鹿陸上競技場という愛称案をいただい

ております。これを受けまして鈴鹿市スポーツ施設ネーミングライツ・パートナー

募集要項の規定に基づきネーミングライツ・パートナー候補者の選定に取り掛かり

ました。まず，去る９月１７日に弁護士の方など４名の外部有識者の専門的な視点

から，ネーミングライツ・パートナー候補者の応募資格，経営状況，愛称案，応募金

額及び応募契約期間の適否に関する御意見をいただきました。まず弁護士の方から

は，「業種，業務内容につきましても応募資格に照らし合わせて問題がなく，愛称で

も条件を満たしており問題がない。全般的に見ても市民に馴染みがありしっかりと

した企業という印象である」との御意見をいただきました。税理士の方からは，「Ａ

ＧＦ鈴鹿株式会社は味の素ゼネラルフーズ株式会社の１００％子会社であり，グル

ープ企業の資金を親会社が集中管理することにより効率的な連結運営や資金運用を

するというキャッシュマネジメントシステムという経営方法をとっている企業であ

る。財務帳票を見て現金預金が少ないが，子会社であまり資金を持たず親会社で資

金を持つシステムであるため，まったく問題ない。固定資産もほとんどなく，親会

社が所有している資産を借用するかたちをとっている。賃借料を全て払っても利益

は出ているし，財務体制もしっかりしているので問題はないのでは」との御意見を

いただきました。そして鈴鹿市景観審議会会長からは，「これから看板等を設置して

いくことになるのであろうが，ＡＧＦそのもののコーポーレートデザインにつきま

しても，小さい点々くらいなので問題ないと判断する。具体的な看板については大

きさや内容を今後市の担当課と協議を行っていただきたいが，特に申し上げるよう

な問題もない。色も派手ではないし広告物の規制にもかからないであろう」との御

意見をいただきました。最後に，鈴鹿市体育協会副会長で，第二次スポーツ振興計

画策定委員長からは，「ＡＧＦ鈴鹿株式会社は鈴鹿市のスポーツ振興に積極的に参画

してもらっており，非常に理解のある企業だと感じる。鈴鹿市のスポーツに対する

貢献度は市内でもトップクラスの企業である。また，世界陸上２０１５走り高跳び

種目に出場した鈴鹿市出身の衛藤選手をＡＧＦ鈴鹿株式会社が雇用している。鈴鹿

から世界で活躍するトップアスリートを出すだけでなく，そのような選手が鈴鹿に

いるということは，鈴鹿を明るくするし，地元全体で応援できる体制づくりが可能

となり，大変すばらしい試みではないか」との御意見をいただいております。これ

らの外部有識者の皆様の御意見をもとにいたしまして，次に庁内で組織いたしまし

た選定委員会にて，このネーミングライツ・パートナー候補者選定の協議を行いま

した。候補者が１社であったため資格要件の適否のみの審査となり，委員からは資

格要件においても全て適当であるとの判断がされるとともに，愛称に鈴鹿と入って

いることで，報道で鈴鹿の名前がＰＲでき，シティセールスにも繋がるのではない

かという御意見をいただいております。以上のようなことからＡＧＦ鈴鹿株式会社

を鈴鹿市立体育館及び石垣池公園陸上競技場のネーミングライツ・パートナー候補

者として選定をいたしました。なお今後の予定といたしましては準備が整いしだい

基本合意書を締結し，１１月ごろから関係機関や市民へのＰＲを進め，平成２８年

４月からのネーミングライツ導入を目指して考えております。 
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（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）この年額３００万円と２００万円は，どこへお金がいって，どういうよう

な使い方をされるのか教えてください。先程おっしゃっていた看板代はここから出

るのか，その辺りもお願いいたします。 

 

（スポーツ課副参事）この命名権料，ネーミングライツ料につきましてはですね，年額

５００万ということで非常にありがたい限りなのですけれども，用途につきまして

は主に対象施設，当該施設の維持修繕，あるいは運営管理に充当させていだきます

とともに，市民の方のサービス向上に繋がるようなところにも充当したいなという

ように考えております。また，先程の２つめの看板につきましては，この命名権料

とは別に，ネーミングライツパートナーの企業様の方からお支払いをいただくとい

うことで，同意は得ております。 

 

（福嶋委員）市の財政に入るということなのですね。体協とかに入るということはない

ですね。 

 

（スポーツ課副参事）命名権料につきましては，当然市の施設でございますので，鈴鹿

市の歳入に入ります。 

 

（文化振興部長）市の歳入の入れ方につきましては，２８年度の当初予算の方でですね，

それぞれ運動施設の特定財源のところにはっきり明記をします。ですから一般財源，

国県補助金，それから一般財源，特定財源。その特定財源のところへいくらといっ

て，はっきりそこの種目で使ってますよということを明確にさせていただいた上で

予算を執行していきたいというように考えておりますので，非常に市民のわかりや

すいやり方をとれるかなと思っております。 

 

（福嶋委員）こういったネーミングライツ・パートナーというのは，ほかの運動施設に

も拡張していくということが考えられるのでしょうか，将来的に。 

 

（スポーツ課副参事）スポーツ施設を担当させていただきますスポーツ課としましては，

市内外にＰＲできるスポーツ施設からということで，観客席も備わっている，年間

通じて利用者の多い江島の市立体育館と，石垣池の陸上競技場，この２施設に絞っ

てまずはやってみました。この結果を見て，実績を見て，ほかの運動施設について

も考えてはいきたいというように思っておるところでございます。 

 

（下古谷委員）先程言われたかと思うのですが，ロゴマークみたいなものも入ったりす

るのでしょうか。 
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（文化振興部長）ロゴマーク的なものはですね，屋外広告物の規制に関する，そういっ

た三重県の屋外広告物条例がございまして，公共施設にそういうロゴマーク的なも

のを人から見えるところには飾ってはいけないというものがあります。ですからロ

ゴマークではなくて施設名としてのせていきます。ただ，屋内は大丈夫です。ロゴ

マークであっても。ですからコーポレートデザイン，企業さんのデザインでＡＧＦ

さん，Ｇのところに赤い点々がぽつぽつぽつとあるのですけれども，あの赤い点が

３つつくと，屋外に見えると，これはできません。市の公共施設の場合。 

 

（スポーツ課副参事）この丸の３つがつくとコーポレートデザインということで，非常

にＡＧＦ鈴鹿さんにつきましては意味のあるマークなのですけれども，先程部長が

申しましたように屋外広告物条例に抵触するということもありまして，そのあたり

は慎重に今後担当課と詰めさせていただきたいと思います。屋外につきましては，

ですね。 

 

（岡井委員）前も聞いたかもしれませんが，これＡＧＦさんが，体育館の例えば入り口

のロビーのところで製品の資料を配ったりですね，場合によっては製品を，鈴鹿を

宣伝するようなロゴの入ったお茶とかコーヒーとかありますが，そういうのを販売

するということはいけないのですか。企業の考え方かもわかりませんが。 

 

（文化振興部長）まず市内の施設で販売する場合はですね，様々な制限がございます。

自動販売機１つを置くについても賃貸借契約を結んでさせていただいたりやってお

りますし，特にあそこは指定管理者施設，指定管理者との関係も出てまいります。

それから今回のネーミングライツパートナーはそもそも，愛称自体に対してお金を

いただくシステムで，広告やそういうものをする権利を与えておるわけではござい

ませんので，あの，ただ，無料でコーヒーを市民の方に提供していただくとかです

ね，そういったことはいくらでも可能ですけれども，愛称以外の部分で特権を与え

ておるというものではございませんので，そのあたりは少し，企業さんから提案が

あっても，うちの方は後できちっとお話をさせていただく予定でおります。 

 

（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，その他

の事項に移ります。 

 

（教育長）｢１１月教育委員会定例会の開催について｣をお願いします。 

 

（教育総務課長）１１月の教育委員会定例会を１１月１６日月曜日午後，鈴鹿市立天栄

中学校において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でしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 
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（教育長）御異議ないようですので,１１月教育委員会定例会を１１月１６日月曜日，

鈴鹿市立天栄中学校において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１０月教育委員会定例会を終了いたします。あ

りがとうございました。 

 

１０月教育委員会定例会終了 午後２時４７分 

 

以上会議の顛末を録し，ここに署名する。 

 

教育長  

 

委 員  


