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平成２７年１１月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成２７年１１月１６日（月）午後２時３０分から 

 

２ 場所 鈴鹿市立天栄中学校 東館２階 

 

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），参事兼生涯学習課長（浅野浩），ス

ポーツ課主幹（鈴木明），図書館長（北川清美），書記（永井洋一），書記（佐野方彦），

教育総務課（椿しほ） 

 

５ 議事 

（１）平成２７年度鈴鹿市教育費第３号補正予算案について      （関係各課） 

（２）平成２６年度教育委員会活動の点検・評価報告書について     （教育総務課） 

 

６ 報告事項 

（１）平成２８年成人式について                                  （生涯学習課） 

（２）第１８回鈴鹿シティマラソンの開催について            （スポーツ課） 

 

７ その他 

（１）１１月教育委員会臨時会の開催について           （教育総務課） 

 

８ 傍聴人 ３名 

 

（教育長）皆様こんにちは。定刻となりましたので，ただ今から平成２７年１１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，岡井委員にお願いいたしま

す。さて，本定例会は，昨年から教育委員会活動の活性化のために実施しておりま

す教育委員会定例会の学校開催ということで，天栄中学校にお邪魔しております。

天栄中学校においては，今年度から本格的に幼小中の連携に取り組んでおり，後ほ

ど教職員の方々を交えて意見交換を行いますので，よろしくお願いいたします。 

 

（教育長）それでは議事に入ります。 初に，議案第１７３８号「平成２７年度鈴鹿市

教育費第３号補正予算案について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 
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（教育総務課長）提案理由でございますが，平成２７年度鈴鹿市教育費第３号補正予算

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。続き

まして， 初に教育委員会事務局所管分につきまして説明いたします。 

 

（教育総務課長）それでは，議案第１７３８号「平成２７年度鈴鹿市教育費第３号補正

予算案について」まず，私から，教育委員会全体と教育委員会事務局所管の予算案

について一括して説明申し上げ，その後，文化振興部所管分について，文化振興部

から説明申し上げます。議案書の２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，５５億８，０３３万１千円でございます。今

回の補正額は，２，６９８万１千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，５６億７３１万２千円となります。次に補正額２，６９８万１千円

の財源内訳でございますが，国県支出金が８０１万３千円の増額，その他が      

１１６万５千円の増額，一般財源が１，７８０万３千円の増額でございます。次に，

２番の教育費補正額内訳のうち教育委員会事務局所管について説明いたします。ま

ず，教育総務費事務局費の「事務費」１４万５千円でございますが，これは先月の定

例会において報告いたしましたが，中学校部活動の大会開催中に，設置していた簡易

テントが風で飛ばされ，駐車場に駐車中の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したため，その損害賠償に係る費用でございます。なお，この

損害賠償金につきましては，全額，賠償補償保険金収入を充当いたします。次に，教

育総務費教育振興費１５７万５千円のうち「奨学金」１０２万円でございますが，こ

れは天野奨学金の申請者数の増加等により受給者数を増加いたしましたので，その

増加分に係る奨学金でございます。なお，この奨学金につきましては，全額奨学金繰

入金を充当いたします。次に，同じく教育振興費１５７万５千円のうち，「学校図書

館デザインサポート事業費」５５万５千円でございますが，この事業におきましては，

今年度既に三重県産の木材を使用したブックスタンドを市内の小学校へ配付したと

ころでございますが，この度の補正で，同様のブックスタンドを，市内の小中学校へ

追加配付するための購入費でございます。なお，この購入費につきましては，全額，

みえ森と緑の県民税市町交付金を充当いたします。次に小学校費教育振興費の「就学

援助費」２４万円でございますが，これは，就学援助の対象となる児童の増加に対応

するものでございます。次に小学校費学校建設費の「栄小学校施設整備費／屋内運動

場」１，３６０万円でございますが，栄小学校の屋内運動場におきましては，現在，

増改築事業を実施しておりまして，この事業に係る旧屋内運動場の解体工事の費用

の一部，平成２７年度分でございます。なお，この事業の財源でございますが，補正

額の１，３６０万円の３分の１に当たる国庫補助金４５３万３千円を充当いたしま

す。さらに，この旧屋内運動場解体工事につきましては，今年度，平成２７年度から

平成２８年度に実施いたしますことから，平成２８年度分の工事費用は，３の債務負

担行為補正「小学校建設事業」としまして，２，０４０万円を追加計上してございま

す。次に中学校費教育振興費の「就学援助費」１２９万６千円でございますが，これ
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は，就学援助の対象となる生徒の増加に対応するものでございます。以上が教育委員

会事務局所管の予算案でございます。 

 

（生涯学習課長）続きまして，社会教育費１，０１２万５千円の補正額のうち公民館費 

７２０万でございますが，これは栄公民館の施設整備に要するものでございまして，

先程の栄小学校の屋内運動場と同じように，現在栄公民館を新しく建てております

けれども，旧公民館の解体工事費でございます。経費の削減と事業の効率化を図る

ために，栄小学校の旧屋内運動場の解体工事と一体で工事を進めていることから，

事業を円滑に進めるために教育部局と合わせまして１２月に補正をするものでござ

います。全体の事業費は１，８００万円でございますが，うち７２０万円について

今年度分。それ以後については１，０８０万円の債務負担行為を組んでおりまして，

２８年度分は１，０８０万円でございます。 

 

（図書館長）それでは私からは，図書館分につきまして説明申し上げます。議案書の社

会教育費図書館費を御覧ください。図書館では本年度，三重県の「みえ森と緑の県

民税」市町交付金事業を利用して，三重県産木材を使用した椅子や書架等の備品を

配置し，多くの図書館利用者に木材製品のＰＲを行うとともに，温かみが感じられ，

居心地のよい施設環境を本館において提供いたしました。その結果，利用者からも

好評を得ているところでございますので，江島分館においても，同様の施設環境を

提供するために２９２万５千円の補正予算を計上するものです。主な設置場所とし

ては，江島分館１階の閲覧室入り口に靴箱を，会議室を閲覧室に変更し書架，机及

び椅子の設置を想定しております。配置後は蔵書を増加させるとともに，調べ物学

習の用途に利用していただく予定ですが，本事業の趣旨である三重県産の木材使用

を掲示するとともに，木材利用の意義や，森林の大切さを考えていただくことがで

きる掲示などを実施していきたいと考えております。 

 

（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）拝見しますと今回奨学金とか，あるいは就学援助費も増加をしているとい

うことなのですが， 近やはりこういう教育支援を必要とする対象者というのが増

えている傾向はどのようになっているのでしょうか。 

 

（学校教育課長）ただ今の御質問の件でございますけれども，就学援助の方は数が増え

てきております。認定者数ですが，ここ３年間でございますけれども平成２４年度

の１，９９８名から，２５年度に２，０４４名，２６年度末は２，０８６名と増えて

きております。２７年度はまだちょっと統計は出ておりませんが，多分昨年度を上

回る見込みかなというように考えております。それから奨学金の方でございますけ

れども，こちらも申請の数につきましては，予算の範囲内でいろいろやっておった

わけでございますが， 近応募者が増えておるということもございますもので，若
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干予算を超えていくということで今回この補正予算をあげさせていただいておりま

して，昨年度と比べまして，今年度は増えるというかたちになっております。 

 

（福嶋委員）お聞きするとかなり急激にそういう支援が必要な人数が増えてきているよ

うに思うので，予算を増やすとか新しい切り札を考えるとか，何かそういうことを

考えなければいけないのかなというようには思いました。 

 

（下古谷委員）関連してですけれども，支援の必要とされる生徒さんと言いましょうか，

家庭が増えていると。その中で外国籍の方が増えているのでしょうか，それとも日

本の家庭の方が増えているのでしょうか。 

 

（学校教育課長）そこまでは私どもも区別して集約しておりませんので，大変申し訳ご

ざいません。 

 

（岡井委員）天野奨学金の１０２万の増額で，今の時勢，奨学金の補正とかというのは

非常にありがたいことだと思うのですけれども， 近は給付になっていることから，

増額すると早く原資が枯渇していくので，ある程度募集の数が決まっていれば選考

されていたのではないかと思うのです。増額されるにあたっては何かこう，現在の

資金，原資の運用みたいな，何かこう，良い話があったのかなと。まあそのあたり，

どうなのかな。基本的には選考していくと思うのですけれども，今年増額された理

由をもう少しお話いただきたいと思います。 

 

（学校教育課長）そうやって原資が増えたとかそういうお話だといいのですが，なかな

かそうではなく，どういうことかと申しますと，今までですと予算の範囲内でやっ

ておりましたもので年によって基準が変わっていたということでございます。例え

ば倍率が高い年ですと当然基準が高くなりますし，人数が少ない年ですと基準が若

干，例年より低くなるという，可能性もあったのでございますが，それではちょっ

と不公平感が出るだろうということで，ある程度のラインで統一をするというかた

ちに変更し，それで人数に満たない場合は予算の範囲内に収まると思うのですが，

超えた場合も補正をして運用をしていこうではないかというように方針の方を変え

ましたもので，本年度はこういった補正での対応になっておる次第でございます。 

 

（伊藤委員）この，小学校と公民館をもう１度ここで，補正で増やされるのは，当初計

画よりも建設費が多くかかるというように考えればよろしいのですか。 

 

（生涯学習課長）解体工事につきましては平成２８年度予算で見込んでおったのですけ

れども，栄小学校の屋内運動場とそれから栄公民館，工事を一体の施設で進めてい

く中で，屋内運動場の方でどうしても先に用意をして工事をする必要が出てきたと

いうようなことで，あらかじめ来年度で予定していたものを前もって今年度のうち

に用意をして進めていくということでございます。 
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（参事）栄小学校の屋内運動場の方は２８年度に解体のほうを予定しておったのですが，

国の補助制度でですね，期間を空けてしまうと，補助が受けられなくなるというこ

とがございましたので，今年建てて，引き続き解体を続けていくというかたちで，

国の補助をたくさんいただくために補正をさせていただくということです。ですか

ら費用が余計にかかるということではないです。 

 

（岡井委員）私，先週土曜日，図書館へ行きまして，児童施設に緑のシートがね，先程の

椅子がありました。これが森と緑の助成事業の成果かなと思ったのですけれども，

そうですか。 

 

（図書館長）はい。 

 

（岡井委員）それでですね，非常に良かったもので，これは単年度事業でしたか。来年

も再来年もあるのか。是非あれば，また要請していただいて，もっともっと環境を

よくしていただきたいなと思いました。 

 

（図書館長）土曜日には御挨拶もさせていただきまして，ありがとうございました。お

っしゃるとおり緑の児童椅子はこの２７年度の当初で予算を計上しまして整備した

ものでございます。今回の予算につきましては江島分館を対象としたものでござい

ますが，この森と緑の県民税市町交付金は一定年度継続性があるだろうというよう

に私どもも考えておりますので，また２８年度につきましても本館の方の一部を，

予算計上しているところです。今後もできる限り新しいものに変えていけるように

対応してまいりたいと考えております。 

（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１７３８号「平成２７年度鈴鹿市教育費第３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 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１７３８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１７３９号「平成２６年度教育委員会活動の点

検・評価報告書について」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，平成２６年度教育委員会活動の点検・評価

報告書についてを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
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育長への事務委任等に関する規則第１条第１４号の規定により，この議案を提出い

たします。 

 

（教育総務課長）それでは，議案第１７３９号「平成２６年度教育委員会活動の点検・

評価報告書（案）」について，説明申し上げます。教育委員会活動の点検・評価につ

いては，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項の規定に基づき，

教育委員会の活動状況について自らが点検及び評価を行い，その報告書を作成する

とともに，これを市議会に提出し，併せて，市民へ公表することが義務付けられて

おります。議案の平成２６年度点検・評価報告書については，これまで，６月教育

委員会定例会において，担当課の評価である一次評価の報告とそれに伴う，教育委

員の皆様の御意見の聴取を，また，８月２４日には，本点検評価の協議のため，第

１回教育委員会懇談会を開催し，委員の皆様の評価としての二次評価に関する協議

を行っていただきました。さらには，９月教育委員会定例会においても，二次評価

について詰めの協議をいただきました。その後，さらに，外部の学識経験者の評価

を前年度に引き続き，宮崎様及び田川様へ依頼し，御意見を頂戴しており，その内

容については，議案書の８６ページ以降に掲載しております。この度，これらの過

程を踏まえまして， 終案を報告書としてまとめましたので，議案として提出させ

ていただいたものでございます。なお，この報告書の内容については，議案をもっ

て説明に代えさせていただきたいと思います。次に今後の予定でございますが，本

日，本議案について御承認をいただきましたら，法の趣旨に基づき，１２月市議会

定例会の開会日に，本点検・評価報告書の冊子を市議会へ提出いたします。また，

市民への公表については，市議会への提出後，市政情報課の「情報コーナー」や教

育総務課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。また，点検評価報告書を公表した旨を，「広報す

ずか」の１２月５日号に掲載するなどして周知を図ってまいります。よろしく御審

議賜りますようお願い申し上げます。 

 

（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）この報告書については，大学の先生にもいろいろ書いていただいてあるの

で特にないのですけれども，本来先に聞くべきであったかもしれませんが，これは

１２月市議会に提出されるわけなのですけれども，常にどういうことが市議会では

論点になっているのでしょうか。 近の市議会では，質問があったりとか，こうい

うことが話題になっているのですというようなことはありましたでしょうか。 

 

（参事）毎年１２月の議会にこれを出させていただいておるのですが，特にこれを受け

て，ここの部分でというような質問をここ２，３年は受けたという覚えはございま

せん。この中の英語教育とか，ＩＣＴ教育がどうだというのはありますけれども，

この点検評価でここは駄目じゃないかというような御指摘を受けた経験はないです。 
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（福嶋委員）あとで市民の方にも閲覧があるということなのですが，そういう反応はこ

こ２，３年いかがでしょうか。 

 

（参事）一般市民の方からも，特にここの部分についてというような御指摘はございま

せんでした。 

 

（下古谷委員）非常に上手にと言いましょうか，大変だったかなと思いまして，本当に

ありがとうございます。私から２点だけ。まず１２ページ開いていただきますと，

真ん中くらいで学識経験者の宮崎様と田川様。ちょっと（表記が）ずれているので

田川の田をもうちょっと前へ動かしていただければ。それとですね，１７ページの

上から２段目と言いましょうか，「環境変化を踏まえた課題認識」のところで， 後

の「る」が消えています。これ多分エクセルですので画面上ではきれいにいってい

ても印刷の時に少しずれたのだと思います。それとあと，右側の１８ページに行っ

ていただいて，ちょうど真ん中くらいの「活動の成果」のところで延べ８，１６５

名ですかね，これ。ちょっと非常に間延びがしている。８.（コンマ）１６５かと一

瞬思ってしまいまして，ちょっとそのへんと，あと，それの下の方で２段目と言い

ましょうか，「環境変化を踏まえた課題認識」のところで「されていない」というの

がちょっと線にかかっていると。ざっと見たところでそれと同じようなものが３１

ページの一番下の行ですね。あと，２点目の質問になるのですが，８６ページから

学識経験者の知見というかたちでいろいろと書いていただいておる中で，８６ペー

ジの場合は，基本的方向Ⅰ 子どもたちの「生きる力」を育みますというようなか

たちで書かれているところが，教育委員の評価のところでは，Ⅰ 子どもたちの「生

きる力」を育みますと若干書式が異なっているのですけれども，何かこれは意味が

あるのでしょうか。教育委員の方では基本的方向という言葉がなくて，単純にⅠ 子

どもたちの「生きる力」を育みますと。７３ページです。 

 

（書記）すみません。いろいろと訂正箇所の方は再度見直させていただきまして，精査

を図りたいと思います。ありがとうございました。２つ目の教育委員会の評価によ

るところですね。学識経験者の知見の活用によるところの書き方と言いますか，学

識経験者の方についてはいただいたものをそのまま載せていただいています。ただ，

統一して記載した方がよりわかりやすいかと思いますので，再度検討したいと思い

ます。 

 

（岡井委員）今のその，８６ページのタイトル，学識経験者の知見の活用とありますけ

れども，内容を見るとこれはお二方の知見であってですね，活用については言及さ

れていないので，これは学識経験者の知見くらいのタイトルでいいのではないかと

思ったのですけれども。活用というと，活用についても触れないといけないと思う

のです，このお二方ね。それから，細かいことですが田川先生のところの９５ペー

ジですけれども，下から６行目，７２，７３ページでは，鈴鹿市の第３期行財政経



8 

営計画の云々のところですけれども，ページ数は６０から７０ページと違いますか

ね。 

 

（書記）知見の活用の部分についてでございますが，参考として検討させていただきた

いと思います。また，９５ページの田川先生のページ数についてなのですけれども，

確認の上，改めさせていただきたいと思います。 

 

（教育長）確認をしていただいて。 

 

（書記）活用の部分は，できたらこのままいきたいと思います。 

 

（下古谷委員）私が受けた活用という意味と，皆さんが受けた意味が違うのかもしれな

いので少しだけ意見を述べさせてください。私その，学識経験者の知見の活用とい

うのは，この先生方がお持ちになっている，既にお持ちになっていることも含めて

御意見をいただくことが活用かなと思ったのですが，そうではないのでしょうか。

そこからさらに何かをしていくということの活用でしょうか。 

 

（書記）活用の意味についてはですね，意見を頂戴し，反映させていくために検討する

という意味でございます。 

 

（岡井委員）５ページの，ページ数は本日確定したら入ると思うので，またページ数を

記載してくださいね。 

 

（書記）ページ数についてはですね，教育委員会の議案のページ数ですので，先程から

初のページが若干増える分があったりしますので，そのあたりは精査してやらせ

ていただきたいと思います。 

 

（伊藤委員）この点検評価については，私の方の意見もとても，諸先生の意見を取り上

げてもらってとても良くまとめていただいてあって，この学識経験者の評価も市議

会に報告されると考えてよろしいでしょうか。 

 

（教育長）一緒に報告されるというものでよろしいでしょうか。 

 

（教育総務課長）学識経験者のページも全て，市議会のほうへ報告されるものでござい

ます。 

 

（伊藤委員）宮崎先生の 初の，目標値７５.０％，実績値１６.０％，達成度    ２

１.３％というので，始めに厳しい状況であるとかなり厳しいコメントをいただいて

おりまして，それを見せていただいて，ＩＣＴ，タブレットを活用してもうちょっ

と上げていく，７５ページの，器具を整えていく必要があるとか，ＩＣＴの活用に
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関する研修会が実施されとか，コンピュータ等の基本的な操作を身に付ける学習指

導と，そうは思ったのですけれども，ここらへんは前にも言いましたように思い切

って，器具を使うより，本当にちょっとした体力状況を図るとか，そういうのをま

ず今から取組んでいただいて，体力向上の上でそれにあった器具とかというのを，

少しこう，限りのある予算ですので，もうちょっと考えたほうがいいかなというの

と，ＩＣＴみたいなのも大切なのですけれども，やはり授業に取り組んでいる先生

の基本的な取組方というのを今一度見直していただいたら良いので，いまさらこれ

は一切変わらないので，これは十分まとめていただいてありますので，市議会にも

出していただけるようなきちっとした書類になっていると思うのですけれども，特

に今回宮崎先生の指摘というのはかなりシビアにいただいているので，そこらへん

も含めて議会で何か御指摘があるのではないかなと思いましたので，今後この先生

の御指摘をもう少し教育に反映していただけたらなと思いました。 

 

（教育長）御要望というかたちで受け取ったらよろしいですね。 

 

（伊藤委員）そうですね。 

 

（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，お諮り

します。議案第１７３９号「平成２６年度教育委員会活動の点検・評価報告書につ

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１７３９号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）続きまして，報告事項に移ります。「平成２８年成人式について」をお願いい

たします。 

 

（生涯学習課長）教育委員会定例会報告事項の１ページを御覧ください。平成２８年鈴

鹿市成人式につきまして説明申し上げます。まず日時は，平成２８年１月１０日，

日曜日。時間は，午前９時開場，１０時に式典を開始し，１１時に終了予定でござ

います。場所でございますが，昨年同様，鈴鹿市民会館ホールを会場として，開催

させていただきます。次に対象者でございますが，この１０月８日現在で男性 

１，０７５人，女性９８４人，合計２，０５９人となっており，昨年同時期の 

２，１２９人と比較いたしますと７０人の減となっております。なお，昨年の参加者

数は，対象者の約６割程度。昨年ですと１，２８５名の参加実績となっておりますが，

市民会館ホールの固定席は１，２８５人で，当日の状況によって，万一収容できない

場合に備え，市民会館２階の展示室（１５０人）及び市役所１階市民ロビー 
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（３２５人）をサブ会場として，用意をいたします。次に，内容でございますが，オー

プニングイベントとして，白子高等学校吹奏楽部による演奏。その後，実行委員か

ら，この日を迎えるまでの活動報告を行い，式典に移ります。式典では，市長による

式辞，来賓祝辞及び来賓紹介，実行委員による誓いの言葉。続いて，「中学校恩師か

らのビデオレター」と銘打ち，中学校時代の恩師から，ビデオレターをいただくよう

計画しています。そして，エンディングは，鈴鹿市ダンスチームである「Copain Doll

（コパンドール）」による，演舞となっています。なお，新成人への周知につきまし

ては，例年どおり，個人への案内通知は行っておりません。対象者への周知方法とし

ては，既に広報すずか７月５日号及び鈴鹿市ホームページで，日時・場所等の概要を

周知させていただいており，今後，１１月中旬以降につきましても，公共施設や駅鉄

道などでのポスター，１２月には再度広報すずかやホームページなどで詳細を周知

させていただく予定でございます。続きまして２ページ，裏面でございます。来賓に

つきましては，特別来賓として鈴鹿市選出の国会及び県議会議員，市議会議長・自治

会連合会会長の方々。この方々はステージに登壇していただきます。また，一般来賓

として，市議会議員・商工会議所会頭・鈴鹿農協組合長のほか，こちらの主催者とい

たしましては，市長・両副市長・教育委員会委員・教育長，文化振興部長並びに社会

教育委員の皆様の出席を予定しております。次に，平成２８年の成人式のテーマで

ございます。成人式実行委員１２名で決めたテーマは，「架橋」といったものです。

これは，成人式を迎えるまでの２０年間に，たくさんの出会いがあり，様々な経験を

してきました。家族，支えあう友達，楽しかった思い出。そして，慣れ親しんだ故郷，

鈴鹿。それら一つひとつと自分を結び，そのつながりを，成人式を迎える一人ひとり

に大切にしてほしいという願いが込められています。私ども，生涯学習課としまし

ても，彼ら彼女らの思いが実現できるよう，連携をとって本番当日まで支援してま

いります。教育委員の皆様におかれましては，改めて御案内をさせていただきます

ので，是非とも成人式に御臨席賜り，新成人の門出をお祝いいただきますようお願

いを申しあげます。 

 

（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。 

 

（生涯学習課長） 後に１枚，今年の成人式のポスターでございます。今２００部印刷

いたしまして，各地に配らせていただいております。 

 

（福嶋委員）会場のことですが，サブ会場で数の確保は大丈夫でしょうか。 

 

（生涯学習課長）今年度なのですけれども，だいたい１，２８５名であって，大体その

あたりの数字で収まってはおるのですけれども，今年度につきましては，あらかじ

め，だんだん増える傾向に，人は若干減ってはおるのですけれども，一応そのあた

りの備えをして市民会館の展示室と，庁舎の１階のロビーについて，数の確保をし

ていきたいというように考えております。 
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（福嶋委員）それで，サブ会場は例年使っているのでしょうか。 

 

（生涯学習課長）使ってはいないですね。ただ，なかなか中に入っていただけないとい

う現状がありまして，ロビーにおられる，席がまだ空いていてもずっとロビーにい

てなかなか中に入られないことで，なかなか，本来ですと中にだいたい収まりそう

なのですけれども，そういったご本人の行動によりまして若干のむらがあります。

用意だけはしておいてというようなやり方をとらさせていただいております。 

 

（福嶋委員）それから，今回このポスターの絵がですね，割とこう素敵な，例年になく

良いなと思いまして。まあ例年良いのですけれども。これはどのような方がデザイ

ンされたのですか。 

 

（生涯学習課長）このポスターなのですけれども，これも新成人の実行委員１２人が考

えて作っていただいたものです。 

 

（福嶋委員）親しみやすくて良いですね。 

 

（下古谷委員）今のポスターなのですけれども，多分，このテーマを読んでみる限り手

前の方が自分達で，奥が鈴鹿市というように私は受け止めたのですけれども，ただ，

そのつながりを大切にして欲しいという想いをこめてというところで，ちょっとこ

の橋が細いような気がするのですけれども。何本かあるとか，もうちょっと太いと

か，何かそう，個人的にはそんな感覚を受けたと言いましょうか。まあ成人の方々

の案ですので，別にそれは全然否定しておりません。 

 

（教育長）感想ということで。 

 

（下古谷委員）はい。 

 

（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「第１８回鈴鹿シティマラソンの開催について」をお願いします。 

 

（スポーツ課主幹）それでは，私からは報告事項の２番目「第１８回鈴鹿シティマラソ

ンの開催について」御説明申し上げます。報告事項の４ページ，第１８回鈴鹿シテ

ィマラソン申込者数一覧表及び５ページのリーフレットを御覧ください。第１８回

を迎えます本年は，１２月１３日の日曜日に鈴鹿サーキット国際レーシングコース

において開催いたします。開催種目については昨年と同様の内容で，１０ｋｍ， 

５．６ｋｍ，２ｋｍ及び車いすの４種目を午前中１２時までの日程で開催いたします。

今大会の申込み状況でございますが，１０ｋｍが２，６４１人，５．６ｋｍが 

２，２７３人，２ｋｍが２，５９７人，車いすが４８人，合計７，５５９人の方にエ

ントリーをいただいており，若干，昨年を上回る参加となっております。今大会の特
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色といたしましては，シティセールスを目的として昨年に引き続き，本市の特産品で

ございます伝統工芸品の鈴鹿墨を利用した鈴鹿墨Ｔシャツを参加賞として採用して

おりますことと，鈴鹿市都市イメージキャッチコピーの缶バッチ並びに昨年，リニュ

ーアルされました鈴鹿茶のペットボトルを参加者全員に配布いたします。加えて，今

大会では大会会場をはじめとして，市内の各事業所で利用可能な大会前日と当日限

定の「おもてなしクーポン」を配布させていただきます。現在，鈴鹿市体育協会，陸

上競技協会などで構成いたします大会実行委員会により開催に向けて準備を進めて

おりますが，教育委員の皆様には後日，御案内をさせていただきますので，お忙しい

ところ恐縮でございますが，開会式への御出席をお願いしたいと存じます。なお開会

式は，グランドスタンド前で，８時１５分からとなっておりますので非常に寒い中で

はございますがよろしくお願いいたします。また，教育長におかれましては，大会役

員への就任とともに，スターター及び表彰式でのプレゼンターをお願いする予定で

ございますのでその際は，よろしくお願い申し上げます。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。 

 

（岡井委員）このリーフレットの５ページなのですけれども，種目のところで１０．０

ｋｍ，５.６ｋｍ，２.０ｋｍとそれぞれ先着２，５００人とあるのですけれども，

実際の応募は４ページにありますように，若干２，５００人をオーバーしておるの

ですけれども，トータルでみると７，５００人にうまくこう，なっておるのですけ

れども，ある程度，トータルで数がおさまれば，先着にはこだわらないということ

でよろしいでしょうか。じゃあどれくらいまで来たら先着順になるのか。 

 

（スポーツ課主幹）御指摘にございますように，受付をさせていただく際にはそれぞれ

３種目につきまして２，５００人というように周知をさせていただいておるわけで

ございますが，応募方法が郵便振替とインターネットの２通りございます。郵便振

替とインターネットではタイムラグがありましたり，その参加料の支払いの確定で

ございましたり，そういったことでなかなか現状，ほかの大会聞かせていただいて

おりましても，定員にきっちりに合わせることは実際には無理があるところでござ

います。先程言っていただきましたように，トータルの３競技で概ね７，５００人

に到達した時点で切らせていただくようなことで，準備のほうを進めさせていただ

いておるのが現状でございます。 

 

（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，その他

事項に移ります。 

 

（教育長）｢１１月教育委員会臨時会の開催について｣をお願いします。 
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（教育総務課長）１１月教育委員会臨時会を１１月３０日，月曜日，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 

 

（教育長）御異議ないようですので,１１月教育委員会臨時会を１１月３０日，月曜日

に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１１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。 

 

１１月教育委員会定例会終了 午後３時２１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 岡井 敬治 


