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平成２８年２月教育委員会臨時会議事録 

 

１ 日時 平成２８年２月２９日（月）午前１０時から 

 

２ 場所 鈴鹿市役所 本館１１階 教育委員会室 

 

３ 出席 教育長（玉川登美男） 

教育委員会委員（福嶋礼子，伊藤久仁子，下古谷博司，山中秀志） 

 

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），考

古博物館副参事（川久保治彦）書記（永井洋一），書記（佐野方彦） 

 

５ 議事 

（１）学校県費負担教職員の人事異動内申について         （学校教育課） 

（２）平成２７年度鈴鹿市教育費第４号補正予算案について      （関係各課） 

 

６ 報告事項 

（１）平成２７年度小中学校卒業証書授与式への参列及び告辞について（教育指導課） 

 

７ その他 

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

 

８ 傍聴人 なし 

 

（教育長）皆様，おはようございます。定刻となりましたので，ただ今から平成２８年

２月教育委員会臨時会を開催します。本日の議事録署名委員は，福嶋委員にお願い

いたします。 

 

（教育長）それでは議事に入ります。まず，議案第１７４９号｢学校県費負担教職員の人

事異動内申について｣でございますが，この議案は人事に関する案件ですので，地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし書の規定に基づきまし

て，会議を非公開にいたしたいと存じます。議案第１７４９号の会議を非公開とす

ることに，御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 
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（教育長）それでは，御異議がございませんので全会一致で，非公開とすることにいた

します。私と委員の皆様以外は，御退席願います。 

 

＜＜  教育長・委員・書記（永井）以外は退席  ＞＞ 

 

議案第１７４９号｢学校県費負担教職員の人事異動内申について｣審議・承認 

 

＜＜   退室者再入室   ＞＞ 

 

 

 

（教育長）お待たせいたしました。先ほど審議いたしました議案第１７４９号｢学校県費

負担教職員の人事異動内申について｣は，原案のとおり承認されました。 

 

（教育長）次に，議案第１７５０号「平成２７年度鈴鹿市教育費第４号補正予算案につ

いて」をお諮りいたします。 

 

（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２７年度鈴鹿市教育費第４号補正予算

案を３月市議会定例会に提出するについて，鈴鹿市教育委員会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。続いて，

説明をさせていただきます。 

 

（教育総務課長）議案書３ページを御覧ください。まず，１番の教育費補正額でござい

ますが，補正前の額は，５６億７３１万２千円でございます。今回の補正は，３億

２７３万１千円の減額補正を実施しようとするものでございまして，補正後の額は

５３億４５８万１千円となります。次に，減額補正３億２７３万１千円の財源内訳

でございますが，国県支出金が１５０万９千円の増額，地方債が１億８，２００万

円の減額，その他が１，０３３万３千円の減額，一般財源が１億１，１９０万７千

円の減額でございます。次に，２番の教育費補正額内訳を御覧ください。私からは，

教育委員会事務局所管分の事業費及び教育委員会全体の人件費について，説明いた

します。まず，教育総務費事務局費の「人件費」，１，９７９万９千円の減額でござ

いますが，当初，教育長を含め３３人分を計上しておりましたところ，人事異動に

より２名減となりましたことなどにより減額するものでございます。次に，「臨時雇

人賃金」の８００万円の減額は，育児休業取得に係る補充職員数が，見込み数に達

しなかったことによる減額でございます。次に「訴訟費」の１０３万４千円の増額

は，旧神戸中学校敷地内に残存する民有地の時効取得における郵送代や印紙代の実

費立替分及び弁護士報酬の精算分でございます。次に，教育振興費の「外国人児童

生徒サポート事業費／受入促進事業費」の７８万９千円の減額は，県補助金の減額
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に伴う減額でございます。次に，「外国人児童生徒サポート事業費／学習支援事業費」

の５万円の減額は，委託金の減額に伴う減額でございます。次に，「みえスタディ・

チェック事業費」の４６０万７千円の減額は，今年度から印刷・配付を含めた全額

を県事業で実施することとなりましたことから，事業費全額を減額するものでござ

います。次に，「幼稚園一時預かり事業費」の３９４万２千円の減額は，今年度，幼

稚園型の一時預かり事業が，未実施となったことにより，事業費全額を減額するも

のでございます。続きまして，小学校費学校管理費の「人件費」の３，０１６万８千

円の減額でございますが，当初，小学校の給食調理員及び用務員の人件費として 

４９人分を計上しておりましたところ，人事異動により２名減となったことに加え，

育児休業の取得者などが３名ありましたことなどから，減額するものでございます。

次に，「学校運営費／光熱水費」の３００万円の減額は，小学校において使用する電

気及び水道使用量の減量が見込まれるため，減額するものでございます。次に，「給

食調理室運営費／臨時雇人賃金」の２２５万円の減額は，人事異動に伴い，給食調理

に従事する嘱託職員の配置が減員となりましたことと，臨時給食調理員の配置減に

伴い減額するものでございます。次に，「給食調理室運営費／光熱水費」の２００万

円の減額は，給食調理室において使用いたしますプロパンガスの単価及び使用料の

減少に伴い減額するものでございます。次に，教育振興費の「学びサポート環境づく

り事業費」の７００万円の減額は，特別支援が必要な児童に係る介助員の配置減に伴

い減額するものでございます。次に，学校建設費の「稲生小学校施設整備費／校舎」

の７，０００万円の減額は，稲生小学校の校舎棟増築工事に係る，入札差金などを減

額するものでございます。続きまして，中学校費学校管理費の「人件費」１，０１６

万９千円の増額は，人事異動等に伴い，２名増員となったことなどから，増額するも

のでございます。次に教育振興費の「学びサポート環境づくり事業費」の６９０万円

の減額は，特別支援が必要な児童に係る介助員の配置減と，非常勤講師の配置減に伴

い，減額するものでございます。次に学校建設費の「平田野中学校施設整備費／旧校

舎」の４，５００万円の減額は，平田野中学校旧校舎の解体工事に係る入札差金を減

額するものでございます。次に「教育施設環境整備費／つり天井改修」の３１０万７

千円の減額と，「教育施設環境整備費／アリーナ改修」の３９万２千円の減額は，い

ずれも工事の入札差金を減額するものでございます。続きまして幼稚園費の「人件費」

８４０万１千円の増額は，人事異動等に伴い，１名増員となったことなどから，増額

するものでございます。続きまして，４ページを御覧ください。社会教育費社会教育

総務費の「人件費」１，０７２万９千円の減額でございますが，これは，育児休業の

取得者などの調整分と，人事異動等に伴う年度間の給与等の差額分を調整したとこ

ろ，減額となったものでございます。次に，文化財保護費と公民館費を飛ばしまして，

図書館費の「人件費」１５７万８千円の増額でございますが，これは，職員採用に伴

う１名増と，人事異動等に伴う年度間の給与等の差額分の調整などから，増額となっ

たものでございます。続きまして，保健体育費保健体育総務費の「人件費」９９３万

１千円の減額でございますが，これは，当初１８人分を計上しておりましたところ，

人事異動により，１人減の１７人となったことなどにより，減額するものでございま

す。次に，学校給食センター費の「人件費」１４４万７千円の減額でございますが，
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これは，人事異動等に伴う年度間の給与等の差額分の調整などから，減額するもので

ございます。次に，「施設改修費」１，３５８万８千円の減額は，学校給食センター

のドックシェルター改修２期工事の入札差金を減額するものでございます。次に，

「第二学校給食センター管理運営費／給食調理等委託料」の１２１万８千円の減額

は，第二学校給食センターの廃棄物収集運搬処理委託の入札差金を減額するもので

ございます。次に「第二学校給食センター管理運営費／施設管理委託料」の 

３，３４０万円の減額は，第二学校給食センターの除害施設産業廃棄物収集運搬処分

業務委託において，排出量及び処分回数減に伴い減額するものでございます。続きま

して３番の地方債補正でございますが，「小学校建設事業」，「中学校建設事業」につ

きましては，先ほどの補正内訳説明にありましたように工事などの入札差金を減額

したことなどに伴い，起債の対象事業費が減額となりましたことと，今年度事業分対

象事業費を精査したところ，小学校費で１億７８０万円，中学校費で２３０万円をそ

れぞれ減額するものでございます。次の公民館施設整備事業については，施設整備費

栄公民館，バリアフリー整備に係るものでございます。私からの説明は以上でござい

ます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

（文化課長）続きまして，文化振興部が所管する平成２７年度鈴鹿市教育費第４号補正

予算案につきまして説明申し上げます。このたびの補正は事業の確定に伴いまして

減額補正をさせていただくものでございます。引き続き４ページを御覧ください。

まず，社会教育費文化財保護費のうち，「埋蔵文化財保護費」７０万円の減額は，

緑と歴史に触れる古墳，城館と整備補助事業の対象となる応募がなかったことによ

るものでございます。同じく文化財保護費「緊急発掘調査費」４８０万円の減額は

間瀬口遺跡１件のみの事業であったため，事業対象が縮小されたことによるもので

ございます。次の，社会教育費公民館費「施設整備費／栄公民館」３，７１６万５

千円の減額は，栄公民館建築工事と，太陽光発電パネル及び蓄電池等設置工事の予

算額と契約額の差額が生じたためでございます。次に同じく，公民館費「施設整備

費／バリアフリー整備」３９３万１千円の減額は，深伊沢公民館トイレ増築工事設

計委託について，当初は増築を含む内容の外部設計委託を予定しておりましたが，

建物内部の改修でトイレを設置する方法に変更したため，外部設計委託の必要がな

くなったことによるものでございます。 

 

（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）先ほど御説明いただいた文化財保護費の中で，緊急発掘調査費の減額とあ

るのですけれども，これは対象となるところがなかったというか，少なかったとい

う話だったのですけれども，これで終わりですと，何か，せっかく予算がついてい

るものですから，ほかにもう少しこういうことをやりたいなとかいうことは，でき

ないものですか。 
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（考古博物館副参事）これは民間の開発事業に伴って，破壊される埋蔵文化財を市の方

で調査しまして記録として保存するものでございます。開発業者から開発申請が出

てこない場合は調査しませんので，対象がないということでございます。 

 

（福嶋委員）もともと予算が少ないものですから何か有効にできたらなと思ったのです

が，なかなか難しいわけですね。 

 

（考古博物館副参事）これは全額事業者負担ですので，事業者から申請がなければ調査

はいたしません。 

 

（福嶋委員）幼稚園の一時預かり事業が減額になっている理由をもう１度教えていただ

いてよろしいでしょうか。 

 

（学校教育課長）この事業はですね，子ども子育て支援新制度が始まりまして，移行す

る幼稚園が一時預かりを行った場合に予算計上しておったのでございますが，本年

度実施する園がなかったということで，ゼロということで，全額補正になりました。 

 

（伊藤委員）人件費については，人事異動とかがあって，１人・２人減とか，介助員減

とかというので，みんな減と説明いただいたのですが，これは逆に数字を合わせる

ために人を減らしたと考えるのか，教えていただけますか。 

 

（教育総務課長） 初は予算を計上してあるのですけれども，例えば，教育総務課で言

いますと，第二学校給食と平田野といった大きな事業がなくなりましたので，その

分が減員になるとか，あとは，人事異動において，年齢の高い方から若い方に代わ

られる場合に，その分減額になる等，いろいろな事情が重なってきておりますので，

そういう部分が原因となっております。 

 

（下古谷委員）非常に節約されているといいましょうか，全体的に減額というかたちな

のですけれども，このいろいろ節約された分の中で，例えば次年度に持ち越せるよ

うな予算というものはないのでしょうか。 

 

（参事）この３月補正の意味はですね， 終的に今事業がほぼ固まってきたもので，こ

こで精査をするという意味です。引き続き，今年できなかったので来年引き継ぐと

いう継続のようなものもありますけれども，これは３月期を迎えて，計上してあっ

た予算を，３月末のほぼ決算に近い数字に合わせるというようなかたちです。そし

てここで不要なものを全部外すことによって，不必要な地方債などを借りなくても

良くなりますので，そういう意味で精査するわけです。 

 

（文化振興部長）不要な予算が減るということは，先ほど言った地方債の関係，それか

ら財政調整基金の繰り入れも減らすことができます。それから余ったお金について



6 

は，翌年度で２分の１以上は基金に積みなさい，残りは財源に充当できるという，

これは市全体での話がございますので，当然のことですが無理やり何かに使うので

はなくて，有効にその財源を使っていくというような回し方をしていきます。ただ，

法律上きちんと半分は基金に積みなさい等いろいろ制限はございます。 

 

（山中委員）公民館費の「施設整備費／栄公民館」ですが，急いでメモしたので聞き落

としたところがあろうかと思うのですが，予算額と契約額の差でこの３，７００万

円が生まれたというようにお聞きしたと思うのですけれども，結構，素人考えで，

公民館の設備で３，７００万円というのは相当大きな金額になるのではないかと思

うのですが，もう少しこの３，７００万円の内訳というか，減った分については喜

ばしいことだと思うのですけれども，教えていただけますか。 

 

（生涯学習課長）まず栄公民館の建築工事費なのですけれども，栄公民館の建築事業費

と太陽光パネルの発電の費用を合わせまして，修繕工事の方で２，９３０万４千円，

それから太陽光発電パネルの蓄電池の方で７８６万１千円でございまして，もとも

と金額的に，当初の場合でいきますと，補正前でいきますと２億１，５００万６千

円だったものがこれを減額するというようなことですもので，この場合について，

全体として減ってきたというようなことですもので，具体的な中身については今の

ところ１割くらいの部分であればこういうことはありうるというように考えており

ます。 

 

（文化振興部長）委員のお尋ねについてなのですけれども，これはほとんどが請負差金

によるものでございます。入札をかけますと， 近非常に， 低価格に近いような

価格で皆さん応札をされてみえますので，それで当然，その差額が出てくるという

ことでございます。ですから，何か事業費を減らしたとかそういうものではなくて，

当初の事業をやるにあたって，入札をすると請負差金でこれくらいのものが出まし

たということで減額をさせていただくものでございます。 

 

（伊藤委員）一時期，サオリーナのときもそうでしたけれども，かなり金額が割れてし

まって，何度も入札をやり直したということがあるのですけれども，これについて

は割と安価にあがったということなのですか。 

 

（文化振興部長）はい。サオリーナとか，ああいう大規模工事は特に，今の名古屋駅周

辺とか東京方面ですごく大きな事業をいろいろやってみえて，なかなか人の確保と

いうのが，非常に難しい問題があって，単価が上がってきたりしておるのですけれ

ども，栄公民館につきましては市内業者さんでやっていただいておりまして，非常

にお値打ちな価格でやっていただけたということでございます。 

 

（福嶋委員）学びサポート環境づくりというところで，介助員が少なくなったというこ

との説明があったのですけれども，これについてもう少し教えてください。 
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（学校教育課長）介助員につきましては，ある程度やはり，毎年波があってはいけない

ということで，基準を設けて配置をさせていただいております。今年度なのですが，

昨年度と比較しまして子どもの数は減っております。しかし学級数は小中学校とも

変わっておりません。ということは，先生１人あたりが見る人数が減っておるとい

うことですので介助員さんが少なくてすむということが１つ。それから１人学級，

そのお子さんと担任の先生しかいないという学級があったりとか，２人学級，２人

の児童生徒に対して担任１人という学級がございまして，基本的にはその場合よほ

ど重度のお子さんでない限りは介助員の配置はしておりません。そういったクラス

が増えたと，これは小中ともになのですが，そういった事情により，年度当初つけ

る予定であったところが配置の基準から外れたということで，今年度，小も中も，

当初予算よりも少なくなったということでございます。 

 

（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，お諮りし

ます。議案第１７５０号「平成２７年度鈴鹿市教育費第４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１７５０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２７年度小中学校卒業証書授与式

への参列及び告辞について」をお願いいたします。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは報告事項「平成２７年度小中学校卒業証書授与式

への参列及び告辞について」について説明申し上げます。１ページからでございま

す。本年度の小中学校卒業証書授与式は，中学校は平成２８年３月１１日，小学校

は平成２８年３月１８日となっております。各学校における出席者につきましては

１ページの小学校と，２ページの中学校の表のとおりとなっております。なお詳細

な時間，場所等につきましては，後日各学校の方から出席者に向けて連絡が来るこ

とになっておりますのでよろしくお願いいたします。次に告辞について報告をさせ

ていただきます。３ページを御覧ください。まず，小学校の告辞を読ませていただ

きます。 

告辞。卒業生の皆さん，御卒業おめでとうございます。皆さんは，小学校６年間の

学びを無事終えられ，今ここに，卒業証書を受け取られました。これは，皆さんが周

りの方々の愛情に包まれ，勉強や運動などに励み，努力されてきた結果であります。

皆さんをこれまでお育てくださいました，御家族や先生方もさぞかしお喜びのこと

と，心からお祝い申し上げます。さて昨年は，日本から新たに２人の，ノーベル賞受

賞者が誕生しました。受賞者のひとり，大村智さんは，ワインを作り出す微生物の不
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思議な力に強く心を惹かれ，長年，微生物の研究に携わってきた人です。その研究成

果のひとつによって，感染すると失明にもいたる恐ろしい病気の特効薬が生み出さ

れ，今では，毎年３億人もの人々が，病気の不安から救われています。しかし，大村

さんは，「私は微生物の力を借りただけ」と謙虚な姿勢を崩しません。スプーン１杯

の土の中には，目には見えない小さな微生物が，何億も生きています。大村さんの研

究チームは，全国のあらゆる場所から土を採取し，そこに含まれる微生物が，人の役

に立つ物質を作っているかどうかを，一つ一つ調べていきました。日々繰り返される，

同じ作業。しかも，研究メンバーが総力をあげて検査したにも関わらず，１年間，何

も発見できないことも珍しくはありませんでした。このような先の見えにくい状況

にあっても，決して諦めない心を支えたのは，子どもの頃，祖母から繰り返し聞いた

「人の役に立つことが一番大事」という言葉でした。大村さんは，常に 善を尽くし，

努力を惜しまず挑戦し続けます。過去の方法に捉われず，分析手順にも工夫を重ね，

来る日も来る日も微生物のデータを集め続けました。やがて，大村さんたちが発見し

た物質「エバーメクチン」が，素晴らしい効果を発揮します。この物質を，牛に，た

った一度与えただけで，体内に生息する寄生虫を，９９％以上も消滅させたのです。

さらに改良が重ねられ，ヒトにも役立つ薬の開発へと，発展していきました。惜しみ

ない努力と挑戦し続ける生き方が，ついに，多くの人々の未来に光を当てる，世紀の

大発見へとつながったのです。今日は，皆さんにとって夢と希望あふれる旅立ちの日

です。４月からは，新たな学びや未知の経験が，皆さんを待っていることでしょう。

どうか，何事にも根気強く，全力で取り組む姿勢を持ち続け，明日への扉を自分の力

で開いてください。 後になりましたが，今日まで，温かく御指導いただきました，

校長先生をはじめ，諸先生方，そして，数々の御支援をいただきました保護者の皆様

や関係の方々に深く感謝申し上げますとともに，卒業生の皆さんが，日々健やかに御

成長されることを心からお祈りしまして，告辞といたします。平成２８年３月１８日 

鈴鹿市教育委員会。 

次に，中学校の告辞を読ませていただきます。５ページを御覧ください。 

告辞。卒業生の皆さん，御卒業おめでとうございます。皆さんは，中学校３か年

の課程を無事終えられ，ただ今，栄えある卒業証書を手にされました。これは，皆さ

んが今日まで勉学や心身の鍛錬に励まれた賜物であり，喜びもひとしおだと思いま

す。また，皆さんをこれまでお育ていただきました御家族や先生方のお喜びも，さぞ

かしとお察し申し上げ，心からお祝いいたします。さて，近年，日本の漫画が海外で

高い評価を受け，日本文化の一つとして脚光を浴びています。多くの読者に支持され，

長年にわたり活躍した漫画家の一人が，水木しげるさんです。「ゲゲゲの鬼太郎」な

どのヒット作に恵まれ，漫画家として成功を収めた水木さんでしたが，そこに至るま

での道のりは順風満帆ではありませんでした。水木さんは２０代前半，戦争により，

多くの大切な仲間を失いました。そして，自身は左腕を失い，戦場で生死の境を彷徨

います。この体験が，「命あること」への感謝に，そして，「生きて自分が夢中になる

こと」を続けられる喜びとなり，その後の困難を乗り越える大きな原動力となりまし

た。幼少期から絵を描くことに没頭していた水木さんは，戦後，漫画家としての道を

歩み始めます。失った左腕の代わりに，体をねじり，左肩で原稿を押さえながら，来
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る日も来る日も無我夢中でペンを動かし続けました。しかし，額に汗を浮かべ，精魂

込めて描き上げた作品を出版社に持ち込んでも，受け取る原稿料はごく かです。世

間の評価を得ることができず，食べるものにも困る日々が続きました。このような状

況にあっても，水木さんは「子どもにも，大人にも読みごたえのある漫画を描く」と

いう思いを貫きました。幅広い読者からの支持を得るために，手にした かな原稿料

で，作品作りの参考資料を購入し，漫画の生命線となるストーリーを練り上げます。

また，得意とする，臨場感 れた迫力ある絵だけでなく，優しい雰囲気の絵を描く練

習を重ね，表現力を磨きます。やがて，自分自身を信じ，選んだ道を歩み続けた水木

さんに，有名な漫画雑誌への掲載依頼が舞い込みます。この千載一遇のチャンスを必

ず掴み取ろうと決意し，積み重ねてきた努力の全てをペン先に込め，一心不乱に，漫

画への情熱を原稿に注ぎ込みました。描き上げた作品は，多くの読者の心を惹きつけ，

４３歳にして，ついに，漫画家として花開く時が訪れたのです。卒業生の皆さんは，

今，輝かしい未来に向かい，一歩踏み出そうとしています。進む道は時に険しく，様々

な困難に出会うこともあるでしょう。そのような時こそ，自分の歩む道を信じ，粘り

強く努力を重ね，未来を切り拓いてください。 後になりましたが，今日まで温かく

御指導いただきました校長先生をはじめ諸先生方，そして，数々の御支援をいただき

ました保護者の皆さまや関係の方々に深く感謝申し上げますとともに，卒業生の皆

さんの御健康と御多幸を心からお祈りいたしまして，告辞といたします。平成２８年

３月１１日 鈴鹿市教育委員会。 

以上，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）いつも毎年，どんな話題になるかということで楽しみにしておるのですけ

れども，今回，ノーベル賞の大村さんと，水木さんについては，私も，やはり関心

があることだと思って拝読していたのですけれども，今回中学生向けには水木さん

で，小学生は大村さんということになったのですけれども，特にその，中学生を水

木さんにした理由というか，是非ここを伝えたいということがあったら教えていた

だきたいです。 

 

（教育指導課長） 

告辞につきましては，大体夏くらいから準備を始めまして，候補者を何人か集めて，

どういった内容にするかについて会議を何度か開きました。細かく話し合い等する

のが１２月頃からにはなるのですけれども，それまでの間に，大村さんと水木さん，

この２人に絞られました。当初から小学校で大村さんを，中学校で水木さんをという

ようなかたちではスタートしております。人物によって，この人は小学生，中学生と

いうことではなく，その人の生き方等から判断して，伝えたいことは何なのかという

ことを中心に決定をしました。大村さんの場合，水木さんの場合も卒業生に伝えたい

ものは同じような中身にはなるのですが，その中でも，大村さんの場合は，多くの人

を救った華々しい大発見の背景には，地道に何事にも根気強く全力で取り組む姿勢
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という，それをクローズアップして，このことを是非とも，今から中学校へ進学して

生活していく小学生に，このことを心において３年間生活を送って欲しいというこ

とから大村さんを選定いたしました。水木さんは，一見漫画家ですから小学校の方が

良いのでは，という意見もありましたが，水木さんの場合は，戦争の体験から，様々

な困難に出会いながら，自分の進む道をとにかく信じるということですね，そして未

来を切り拓くために粘り強く努力を重ねたという辺り，これが中学生に，卒業してか

ら高校へ行く子もあり，社会へ出る子もあるなかで，是非ともこのことを伝えたいと

いうところから，水木さんの姿を通して告辞にしたという経緯でございます。 

 

（福嶋委員）ありがとうございました。私も水木さんを中学校にというのは，やはり戦

争体験のこともあるし，結構重たい内容を伝えられるのかなというように思ってお

りましたが，そういうことをお聞きしたので，しっかりと読ませていただきたいと

思います。 

 

（伊藤委員）一生懸命考えていただいて本当にありがたいお話なのですけれども，いつ

も告辞の終わりの方で，卒業生の皆さんいよいよ 後となりましたみたいな定番の

文句があるのですが，この小学校の方の，今日は皆さんにとってというこの入り方

が，非常にスムーズな流れで，読ませていただいてすごく良かったなと思いました。

水木さんの方は，いつもよく話題にのぼるのですけれども，ここで急に，卒業です

皆さんはというのがブツっと切れたような感じが否めないのかなという気はしまし

た。 

 

（教育指導課長）小学校の部分は，今までは卒業生の皆さんという感じだったのですけ

れども，流れから柔らかく，委員のおっしゃられたようなことも考慮しまして思い

切って変えてみました。中学生の場合ですけれども，ここで１つ区切りをつけて，

とにかく卒業生の皆さんというようなところで，力強く呼びかけをしながら今お話

したことと，今から言うことを重ね合わせてくださいねというような，そして式で

もありますので，少し区切りをつけるという意味でこのまま残させていただきまし

た。またこれから以降，来年，再来年と，変わるかも分かりませんけれども，今年度

はこのように小学校と中学校，少し差をつけさせていただきました。 

 

（教育長）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）｢３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）次回の教育委員会定例会を平成２８年３月２２日，火曜日，午後２時

からこちらの教育委員会室で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。 
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（委員一同）異議なし 

 

（教育長）御異議ないようですので,３月教育委員会定例会を３月２２日，火曜日，午

後２時から教育委員会室において開催することにいたします。 

 

（教育長）それでは，これをもちまして平成２８年２月教育委員会臨時会を終了いたし

ます。ありがとうございました。 

 

２月教育委員会臨時会終了 午前１０時５９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 福嶋 礼子 

 


