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平成２８年３月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成２８年３月２２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，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），参事兼考古博物館長（澤井環），地域課長（山本浩），

地域課主幹兼室長（髙﨑知奈美），書記（永井洋一），書記（佐野方彦） 

 

５ 議事 

（１） 鈴鹿市教育委員会事務局等職員の任免について       （教育総務課） 

（２） 鈴鹿市教育委員会事務局等組織規則の一部改正について   （教育総務課） 

（３） 地方自治法第１８０条の７の規定に基づく教育委員会の権限に属する事務の補

助執行に関する規則の一部改正について          （教育総務課） 

（４） 鈴鹿市教育委員会表彰規則の一部改正について       （教育総務課） 

（５） 物品の廃棄処分に関する規則の一部改正について      （教育総務課） 

（６） 鈴鹿市教育委員会公印規則の一部改正について       （教育総務課） 

（７） 鈴鹿市立学校等の公印に関する規則の一部改正について   （学校教育課） 

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

（９） 鈴鹿市立幼稚園園則の一部改正について          （学校教育課） 

（１０）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） 

（１１）学校等の設備の使用による個人演説会等の開催のために必要な施設の設備及び

納付すべき費用の額に関する規程の一部改正について    （教育総務課） 

（１２）鈴鹿市教育委員会後援等の取扱いに関する要綱の一部改正について    

（教育総務課） 

（１３）鈴鹿市教育委員会が実施する意見公募手続に関する要綱の一部改正について

（教育総務課） 

（１４）鈴鹿市立小学校及び中学校の児童及び生徒の就学に要する費用の援助に関する

要綱の一部改正について                 （学校教育課） 

（１５）鈴鹿市情報公開条例第２条第２項第３号の実施機関が別に定める機関を定める

告示の一部改正について                 （教育総務課） 
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（１６）鈴鹿市個人情報保護条例第５９条の２第２項の実施機関が別に定める機関を定

める告示の一部改正について               （教育総務課） 

（１７）鈴鹿市青少年対策推進本部設置要綱の廃止について     （教育支援課） 

（１８）鈴鹿市教育長所管事務決裁規程の一部改正について     （教育総務課） 

（１９）鈴鹿市教育委員会文書管理規程の一部改正について     （教育総務課） 

（２０）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一部改正について

（教育総務課） 

（２１）鈴鹿市職員の人事評価の実施に関する規程の制定について  （教育総務課） 

（２２）鈴鹿市地域づくりの推進体制に関する規程の制定について  （教育総務課） 

（２３）鈴鹿市文化財保護条例施行規則の一部改正について       （文化課） 

（２４）鈴鹿市立図書館条例施行規則の一部改正について        （図書館） 

（２５）鈴鹿市視聴覚ライブラリー機材教材貸出要綱の廃止について   （図書館） 

（２６）鈴鹿市スポーツ推進委員に関する規則等の廃止について   （スポーツ課） 

（２７）鈴鹿市立公民館長等の任命について            （生涯学習課） 

 

６ 報告事項 

（１）速報展「発掘された鈴鹿２０１５」について         （考古博物館） 

（２）平成２８年度鈴鹿市立図書館の臨時休館について         （図書館） 

 

７ その他 

（１）３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 なし 

 

（教育長）定刻となりましたので，ただ今から平成２８年３月教育委員会定例会を開催

します。本日の会議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。まず，議案第１７５１号「鈴鹿市教育委員会事務

局等職員の任免について」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１７５１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にいたし

ます。委員の方々以外の皆さんの御退席をお願いします。 

 

＜＜  教育長・教育委員・書記（永井）以外は退席  ＞＞ 
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≪関係者再入室≫ 

 
（教育長）お待たせいたしました。さきほどの議案第１７５１号「鈴鹿市教育委員会事

務局等職員の任免について」は原案のとおり承認されました。 

 
（教育長）続きまして２番目の議案第１７５２号｢鈴鹿市教育委員会事務局等組織規則の 

一部改正について｣から２０番目の議案第１７７０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一部改正について｣までは，教育委員会事務局が所管し

ます規則，規程等の例規について，平成２８年度機構改革に伴う関連例規の所要の規

定整備のほか所管例規の点検作業等による諸規定の改正議案でございますので，一

括してお諮りします。 

 
（書 記）議案を朗読 

 

（教育総務課長）提案理由でございますが，教育委員会事務局が所管いたします例規に 

  つきまして，平成２８年度機構改革に伴う関連例規の一部改正等所要の規定整備を 

行うほか，例規の点検作業等による諸規定の整備を行うについて，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 

提出します。続きまして，それぞれの議案につきまして，説明いたします。 

 

（教育総務課長）議案第１７５２号「鈴鹿市教育委員会事務局等組織規則の一部改正に

ついて」から，議案第１７７０号「鈴鹿市教育委員会意見聴取等のための会議に関

する規程の一部改正について」までを，一括して説明申し上げます。これらの例規

の一部改正につきましては，平成２８年度の組織機構改革に伴い，組織の部課名や， 

担当する分掌事務が変更いたしますことから，組織機構改革に応じた関係例規の整

備を行うとともに，併せて，各例規の所要の規定整備も行おうとするものでございま

す。まず初めに，平成２８年４月１日に実施されます本市の組織機構改革について， 

その概要を説明申し上げます。この度の組織機構改革を実施するに当たっての，目的

でございますが，主に３点ございまして，１点目は，平成２８年４月からスタートい

たします本市の新しい総合計画「鈴鹿市総合計画２０２３」の実行体制を確立するた

め，２点目は，社会情勢の変化に対応し，市民ニーズに機動的に対応できる組織を構

築するため，３点目は，本庁舎の配置を見直すことにより，現在混雑が激しいフロア

の混雑解消を図るため，以上３点を主な目的といたしまして，平成２８年４月１日付

けで組織機構改革が実施されます。次に，教育委員会に関連する組織機構改革を説明

申し上げます。まず，現在文化振興部生涯学習課において所管しております公民館及

びふれあいセンターに関する事務は，地域振興部地域協働課が所管することとなり，

公民館及びふれあいセンターは，地域協働課の出先機関として位置付けられます。 

 次に，文化振興部は，部の名称が文化スポーツ部に変更されます。文化スポーツ部に

所属する課といたしましては，現在の文化課，生涯学習課及び考古博物館が，それぞ
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れの課の分掌事務を整理した上で，文化振興課，文化財課と，課の名称が変更されま

す。そのほか，スポーツ課，図書館は，引続き現在の事務を継承いたしますが，スポ

ーツ課については，本年度の定例会においても議案として提案されました職務権限

の特例によりまして，次年度からは，市長が事務の全てを管理，執行することとなり

ます。なお，文化スポーツ部のフロアは，本庁舎の９階に移動いたします。次に，現

在の児童保育課と子ども家庭支援課を中心として，新しく子ども政策部が設置され

ます。この部には，子ども政策課，子ども育成課及び子ども家庭支援課の３課が所属

し，児童福祉，母子福祉，就学前の教育及び保育に関すること，また，子育て支援や， 

家庭及び子ども支援に関する事務を行います。この新しい部の設置に伴いまして， 

現在，教育委員会事務局が所管しております幼稚園に関する事務については，職員の

任免等人事に関する事務の一部を教育委員会事務局に残し，そのほかの事務は，全て

子ども政策課及び子ども育成課に移管されます。ただし，幼稚園に関することは， 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２１条の規定により，引続き教育委員

会の職務権限となりますことから，市長の補助機関である子ども政策課及び子ども

育成課の職員が，幼稚園に関する事務を補助執行することとなります。また，青少年

対策推進本部の運営等，青少年に関する事務が，教育支援課から，子ども家庭支援課

へ移管されます。なお，子ども政策部の子ども政策課と子ども育成課のフロアは， 

教育総務課，学校教育課，教育指導課と同じ，本庁舎の１１階となります。以上のよ

うな組織機構改革に伴い，教育委員会規則を始めとして，種々の例規改正の必要が生

じましたことから，この度の教育委員会定例会では，多くの規則改正議案を提出いた

しております。それでは，各例規の改正について，概要を簡潔に説明申し上げます。

まず，２ページの議案第１７５２号「鈴鹿市教育委員会事務局等組織規則の一部改正」 

でございますが，この一部改正は，主に第７条の表に記載されております教育委員会

事務局各課の分掌事務を改正するものでございます。これは，先程説明いたしました

とおり，平成２８年度組織機構改革に伴い，幼稚園に関する事務と青少年に関する事

務が，子ども政策部に移管されますことから，所要の規定整備を行うものでございま

す。次に７ページを御覧ください。議案第１７５３号の「地方自治法第１８０条の７

の規定に基づく教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正」

でございますが，これは，平成２８年度組織機構改革に伴い，文化振興部の組織が再

編され，部課名が変更されたこと，幼稚園に関する事務が子ども政策部に移管された

こと，また，職務権限の特例によりまして，文化財を除く文化とスポーツに関する事

務が市長の事務として移管されますことから，第２条の表に掲げる補助執行事務と

補助執行職員の表の改正を行うものでございます。次に，１２ページを御覧ください。

議案第１７５４号の「鈴鹿市教育委員会表彰規則の一部改正」でございますが，これ

は，文化財を除く文化とスポーツに関する事務が市長の事務として移管されますこ

とから，関係規定の整備を行うものでございます。次に，１５ページを御覧ください。

議案第１７５５号の「物品の廃棄処分に関する規則の一部改正」でございますが，こ

れは，平成２８年度組織機構改革に伴い，物品に関係する総務部管財営繕課の課の名

称が変わることから規定整備を行うものでございます。次に，１８ページを御覧くだ

さい。議案第１７５６号の「鈴鹿市教育委員会公印規則の一部改正」でございますが，
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これは，平成２８年度組織機構改革に伴い，幼稚園に関する事務が子ども政策部にお

いて補助執行されますことから，電子公印管理者を学校教育課長から子ども育成課

長に改正する等，所要の規定整備を行うものでございます。次に，２３ページを御覧

ください。議案第１７５７号「鈴鹿市立学校等の公印に関する規則の一部改正」でご

ざいますが，これも，先程の「鈴鹿市教育委員会公印規則の一部改正」と同様の理由

により，幼稚園に関する公印の監督者を子ども育成課長とするものでございます。ま

た，そのほかの所要の規定整備を行うとともに，学校等の公印別表から来年度廃園と

なります庄野幼稚園及び愛宕幼稚園の項を削る改定を行うものでございます。次に，

３１ページを御覧ください。議案第１７５８号「就学等に関する規則の一部改正」で

ございますが，これは，幼児の異動報告におきまして，現状の事務に合わせた改正を

行うものでございます。次に，３４ページを御覧ください。議案第１７５９号「鈴鹿

市立幼稚園園則の一部改正」でございますが，これは，幼稚園の収容定員を規定する

表の中から，来年度廃園いたします庄野幼稚園及び愛宕幼稚園の項を削る改正を行

うものでございます。次に，３７ページを御覧ください。議案第１７６０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」でござ

いますが，これは，学校運営協議会の所掌事項等を定める第３条において，地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第４７条の５の規定との整合を図るため，改正を

行うものでございます。次に，４０ページを御覧ください。議案第１７６１号「学校

等の設備の使用による個人演説会等の開催のために必要な施設の設備及び納付すべ

き費用の額に関する規程の一部改正」でございますが，この改正につきましては，新

しく建設されました栄小学校及び平田野中学校の体育館と栄公民館の聴衆席の面積

を改正するとともに，廃園する幼稚園の項を削るものでございます。次に，４４ペー

ジを御覧ください。議案第１７６２号の「鈴鹿市教育委員会後援等の取扱いに関する

要綱の一部改正」でございますが，これは，後援等を処理する課のうち，事務の補助

執行を行う所属について，平成２８年度組織機構改革に伴い所要の規定整備を行う

ものでございます。次に４７ページを御覧ください。議案第１７６３号の「鈴鹿市教

育委員会が実施する意見公募手続に関する要綱の一部改正」でございますが，これは，

平成 28 年度組織機構改革に伴いまして，鈴鹿市の行政組織に関する条例及び規則が

改正されますことから，要綱本則の一部改正が生じたものでございます。次に５０ペ

ージを御覧ください。議案第１７６４号の「鈴鹿市立小学校及び中学校の児童及び生

徒の就学に要する費用の援助に関する要綱の一部改正」でございますが，これは，第

３条の就学援助の種類として掲げる事項について，中学校給食の開始とともに事業

が終了いたしました中学校ランチサービスの弁当扶助を削るものでございます。次

に，５３ページの議案第１７６５号の「鈴鹿市情報公開条例第２条第２項第３号の実

施機関が別に定める機関を定める告示の一部改正」と５６ページの議案第１７６６

号の「鈴鹿市個人情報保護条例第５９条の２第２項の実施機関が別に定める機関を

定める告示の一部改正」でございますが，これらはともに，平成 28 年度組織機構改

革に伴い，文化振興部文化課の名称が変更されますことから，規定整備を行うもので

ございます。次に５９ページを御覧ください。議案第１７６７号の「鈴鹿市青少年対

策推進本部設置要綱の廃止」でございますが，これは，平成 28 年度組織機構改革に
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伴い，鈴鹿市青少年対策推進本部に関する事務が，教育支援課から，子ども家庭支援

課に移管されることから新たに市長の事務として定め，教育委員会告示については，

廃止するものでございます。次に６２ページを御覧ください。議案第１７６８号の

「鈴鹿市教育長所管事務決裁規程の一部改正」でございますが，この一部改正は，平

成 28 年度組織機構改革に伴い，幼稚園に関する事務と青少年に関する事務が，子ど

も政策部に移管されますことから，主に別表に記載されております専決者の専決事

項を改正するものでございます。次に８２ページを御覧ください。議案第１７６９号

の「鈴鹿市教育委員会文書管理規程の一部改正」でございますが，これは，平成 28

年度組織機構改革に伴い，幼稚園に関する事務が，子ども政策部に移管されますこと

から，所要の規定整備を行うものでございます。最後に，８７ページを御覧ください。

議案第１７７０号の「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一

部改正」でございますが，これは，平成 28 年度組織機構改革に伴い，別表の会議を

所管する文化振興部の部課名を改正するものでございます。また，鈴鹿市幼稚園在り

方検討会議については，会議が終了したことにより，その項を削除いたします。議案

第１７５２号から，議案第１７７０号までの説明は以上でございます。 

 

（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。 

 

（伊藤委員）１階の児童保育課が１１階に移動となり，期待されるところですが，就 

学前の子どもたちが，よく動き回るのではないででしょうか。 

 

（書 記）東側に待合スペースを設けますが，今後，対応策につきましては管財課と協 

議してまいります。 

 

（伊藤委員）ベビーカー等もあり，対応のほどよろしくお願いします。 

 

（下古谷委員）３９ページ，２項では，校長を通じ教育委員会に対して意見を述べると 

あったものが，改正により，直接，教育委員会に対して意見を述べることができるよ 

うになった経緯は。 

 

（教育支援課長）法律に整合させた形になります。 

 

（福嶋委員）改正前では，（１）から（５）と記載がありましたが，改正後に削除されて 

いるのも，法律に整合させたものか。鈴鹿型の特徴なのか。 

 

（教育支援課長）おっしゃるとおり，簡潔に記載させて頂きました。補足ですが，意見

を述べることに関しては，承認を得ることなく述べられます。 

 

（山中委員）学校現場としては，簡略化されていくのでしょうか。 
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（教育支援課長）４月には，学校運営の方針が学校運営協議会から提案されており，中

身としましては，それほど大きくは変わらないのではと考えます。 
 

（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１７５２号「鈴鹿市教育委員会事務局等組織規則の一部改正につい 

  て｣から議案 第１７７０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 

  程の一部改正について｣まで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１７５２号から議案第１７７０号までを

原案のとおり承認いたします。 

 
（教育長）次に議案第１７７１号「鈴鹿市職員の人事評価の実施に関する規程の制定に

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，鈴鹿市職員の人事評価の実施に関する規程

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す。続いて，詳細を説明いたしま

す。 

 

（教育総務課長）地方公務員の人事評価につきましては，平成２６年５月に改正地方公

務員法が公布され，その改正法の中で，実施が義務付けられております。９５ペー

ジの資料を御覧ください。人事評価の実施に関しましては，地方公務員法第２３条

の２に規定されております。この人事評価の実施の施行期日は，公布日から起算し

て２年を超えない範囲において政令で定める日とされておりますことから，この度，

地方公務員法第２３条の２第２項に基づき，鈴鹿市職員の人事評価の実施に関する

規程を制定し，平成 28 年度４月から実施するものでございます。なお，本規程は，

全ての鈴鹿市職員に共通する規程であるため，市長を始め，市議会議長，教育委員

会，上下水道管理者等，鈴鹿市職員の各任命権者による共同訓令として発令し，そ

の令達手続は一括して，総務部人事課が行うこととなります。それでは，本規程の

概要について説明いたします。９１ページからを御覧ください。本市におきまして

は，平成１９年度に管理職を対象として，人事評価の試行を開始し，現在では全て

の一般職正規職員を対象とした人事評価を試行しております。本規程においては，

既に試行しております人事評価制度をもとに規定しておりますが，その本市の人事

評価とは，職員の業績，能力，職務への取組姿勢を公正，適正に把握し，人材育成と

業務意欲の向上につなげていくとともに，組織目標に連動した個人目標の設定と，
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その進 管理を通じて，業務マネジメントを適切に行うため，目標管理を取り入れ

た人事評価制度となっており，９２ページの第９条までに，それらのことを規定し

ております。また，新たに，９２ページの第１０条から９３ページ第１５条までに，

人事評価制度の公正性，透明性の確保と制度の信頼性を高めるため，人事評価に関

する苦情相談と，苦情相談で解決できなかった苦情等を受け付ける苦情処理につい

て規定しております。さらに，９３ページの第１６条では，人事評価の円滑かつ適

切な運用のため，評価者が人事評価制度の意義や評価方法，評価の実例等について

の評価者訓練等の経験が得られるよう，評価者研修の実施について規定しておりま

す。議案第１７７１号の説明は以上でございます。 
 

（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）自己評価から始まるわけですが，どの程度の文書量になりますか。 

 

（教育総務課長）目標管理に記載する事項は，５項目です。業績，能力，態度について自

己評価します。 

 

（福嶋委員）積極的に自己評価する方と，そうでない方とで，評価は変わりませんか。 

 

（教育総務課長）一次評価は課長ですから，課内での絶対評価を，職責に応じた評価と

するべく，管理職は訓練されておりますが，二次評価者の教育長は，全体を見た上

での評価となります。 

 

（山中委員）上司との面談の上進める形ですか。 

 

（教育総務課長）個人の目標設定をする上でも，上司との面談を行っております。 

 

（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１７７１号「鈴鹿市職員の人事評価の実施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 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１７７１号を原案のとおり承認いたしま

す。 
 
（教育長）次に議案第１７７２号「鈴鹿市地域づくりの推進体制に関する規程の制定に

ついて」をお諮りいたします。 

 
（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，鈴鹿市地域づくりの推進体制に関する規程

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す。続いて，地域課長から詳細を

説明いたします。 

 

（地域課長）９９ページを御覧ください。鈴鹿市地域づくり推進本部及び鈴鹿市地域支

援職員制度の設置について，説明申し上げます。鈴鹿市では，２０年後も３０年後

も持続可能なまちづくりをめざし，次世代に地域をより良い状態で引き継いでいく

ためには，自助・共助・公助の考え方に基づく市民との協働のまちづくりの体制が

必要であり，そのために総合計画２０２３に基づき地域でのまちづくりの主体とな

る地域づくり協議会を市内全地区で設立し，市民力の向上の基礎を築いていきます。 

  現在，１５団体が設立済みであり，予備年を含めて平成３０年度までに市内全地区

で設立することを目標としていますが，総合計画２０２３の後期基本計画に地域計

画を位置づけていくためには，２８年度，２９年度の２か年で地域計画を策定して

いくことが必要となります。多岐に渡る地域の課題解決に主体的に取り組む協議会

に対して，各部署がその活動を理解し，認識を深めるそれぞれの分野で活動を支援

するとともに，協働による住民主体の地域づくりに取り組む全庁的な体制が必要と

なってまいります。こうしたことから，鈴鹿市まちづくり基本条例に基づき支援や

推進体制を整備し，平成 28 年度４月から実施するものであります。本年３月には，

市長を推進本部長としました，地域づくり推進本部を立ち上げ，地域づくりに必要

な施策を総合的・効果的に推進することとしています。この推進本部には，執行機

関だけでなく，執行機関以外のそれぞれに任命権者がおられる部署の長にも，本部

員となっていただいております。推進本部の所掌事項としましては，地域予算制度

に関することや，市民と行政との役割分担に関すること等を含めており，１０５ペ

ージの体制図にありますように，次長以下主幹級職員以上が，地域づくり支援職員

として活動していただくことになります。次に，９７ページの推進体制に関する規

程を御覧ください。第１条は趣旨の記載でございます。第２条は定義，第３条の地

域づくりコーディネーターは地区市民センターの所長を充てるとしております。第

４条の支援職員は，市職員の中から任命権者が任命し，任期を２年としております。

第４項の所掌事務としまして，地域づくり協議会の設立及び再編に関すること，地

域計画の作成に関することとしております。第５条は代表支援職員につきまして，

副代表支援職員を２名置き，業務内容を調整しコーディネーターを補佐するものと

しております。また，進 ，管理のために，第６条では，地域づくり調整会議と地区

連絡会議を設けております。第８条では，庶務について，地域振興部地域協働課が

処理いたします。以上，説明とさせていただきます。よろしく，後審議賜りますよ

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。 
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（福嶋委員）支援職員は，地元在住の職員が，地元に参加するのですか。 

 

（地域課長）１００ページを御覧ください。鈴鹿市まちづくり基本条例第１２条第３項

では，市の職員は，経験又は能力を生かして，まちづくりへの積極的な参加及び取

組に努めるものとする，とあります。そこで，市民としての側面と，市職員として

の側面も持ちながら，地域づくりコーディネーターを補佐していただこうというも

のであります。 

 

（福嶋委員）地域性は考慮されているのですか。 

 

（地域課長）ある程度の地域性は，考慮しております。理由としましては，初めての職

員が自己紹介から始まり，時間がかかることに比べますと，ある程度，地元の活動

に参加されている方もお見えですので，そういう意味合いからも，考慮しておりま

す。また，地域支援職員に関しては，全ての職員が自覚を持って活動するというこ

とになっておりますので，市外在住の職員につきましても，なんらかの地区には参

加していただきます。主幹級職員は，約４７０名おりまして，全地区で割りますと，

１地区で１７名程度になります。実際には，５名程度が実務として参加していただ

くことになります。 

 

（福嶋委員）５名程度は，選抜されるということですね。 

 

（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１７７２号「鈴鹿市地域づくりの推進体制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 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１７７２号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）ほかによろしいでしょうか。それでは，いったんここで休憩をはさみたいと

思います。再開は１５時１５分再開ということにいたします。 

 

＜＜   休憩   ＞＞ 

 

（教育長）それでは再開をさせていただきます。 

 

（教育長）続きまして２３番目の議案第１７７３号「鈴鹿市文化財保護条例施行規則の   

  一部改正について｣から２６番目の議案第１７７６号｢鈴鹿市スポーツ推進委員に関 

  する規則等の廃止について｣までは，文化振興部が所管します規則等の例規について， 
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  平成 28 年度度機構改革に伴う関連例規の所要の規定整備のほか文化財を除く文化

及 

  びスポーツに関する職務権限の特例等による諸規定の改正議案でございますので， 

  一括してお諮りします。 

 
（書 記）議案を朗読 

 

（教育総務課長）提案理由でございますが，文化振興部が所管します規則等の例規につ 

  きまして，平成 28 年度度機構改革に伴う関連例規の所要の規定整備のほか文化財を 

除く文化及びスポーツに関する職務権限の特例等による諸規定の整備を行うについ 

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，この議案を提出します。なお，詳細につきましては，それぞれの議案の担当課 

長から説明いたします。 

 

（文化課長）それでは，私からは議案第１７７３号「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。１１０ページを御覧ください。この

度の改正は平成 28 年度４月１日から実施されます組織機構改革による，部及び課の

名称変更に伴う例規整備でございます。改正の内容につきましては資料「鈴鹿市文

化財保護条例施行規則改正部分新旧対照表」に提示しておりますので，御確認くだ

さい。以上，文化課よりの「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。 

 

（図書館長）それでは，私からは議案第１７７４号「鈴鹿市立図書館条例施行規則の一 
  部改正ついて」説明申し上げます。１１２ページを御覧ください。この度の規則改 
  正の主旨につきましては，目次等の表記及び図書館の休館日の変更でございますの 
  で，よろしく御審議賜りたいと存じます。１１５ページを御覧ください。まず，目 
  次の変更でございますが，平成２７年４月１日施行時に誤った表記となっていたも 
  のを正しい表記に変更するものでございます。次に，第２条の休館日の変更につき 
  ましては，第１号の月曜日を，金曜日に変更し，いわゆる，ハッピーマンデーを開 
  館することとします。続いて，第２号の第１火曜日及び第３火曜日ですが，第３火

曜日の記述をなくし，全て開館いたします。第１火曜日は，資料整理日として休館

していますが，２月から１２月に限定いたします。次に，第３号の１２月２８日か

ら翌年１月４日までを１２月２９日から１月４日までとし，１２月２８日を開館す

るとともに，１月の資料整理日を休館期間に含めることで，休館日を少なくいたし

ます。 
  なお，この変更に伴い，年間開館日数が，１３日程増加いたしますので，市民サー 
  ビスの向上に繋がると考えております。最後に，第２６条の図書館協議会の庶務に 
  つきましては，地方自治法第１８０条の７の規定に基づく教育委員会の権限に属す 
  る事務の補助施行に関する規則の中に整理したことにより，削除するものでござい 
  ます。なお，休館日の変更は，平成 28 年度６月１日からの施行とすることで平成 
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２８年４月から６月の２ヶ月を市民への周知期間として様々な手法で，休館日の変

更をＰＲし，混乱のないように配慮してまいりたいと考えております。 次に， 
１１６ページを御覧ください。議案第１７７５号鈴鹿市視聴覚ライブラリー機材教

材貸出要綱の廃止について説明申し上げます。平成２７年３月２７日付けで，鈴鹿

市立図書館条例施行規則の全部改正についてを承認していただきました際に，附則

で鈴鹿市視聴覚ライブラリー設置及び管理に関する附則の廃止について明記いたし

ましたが，同要綱の内容が鈴鹿市立図書館の規程と重複することから廃止するもの

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。 
 

（スポーツ課長）それでは，私からは議案第１７７６号の「鈴鹿市スポーツ推進委員に

関する規則等の廃止」につきまして説明申し上げます。議案書の１１９ページを御

覧ください。本議案は，平成２７年１２月市議会定例会にて議決されました，「鈴鹿

市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関する条

例」の制定に伴い，「鈴鹿市スポーツ推進委員に関する規則」，「鈴鹿市立学校体育施

設の開放に関する規則」，及び「鈴鹿市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規

則」を廃止し，また，「鈴鹿市教育事務委任規則」の一部改正に伴い，「鈴鹿市少年

団体傷害見舞金等条例施行規則」を廃止するものでございます。「鈴鹿市地方教育行

政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関する条例」の制定に伴

う廃止につきましては，スポーツに関する事務が市長権限の事務となりますことか

ら，スポーツ課が所管する教育委員会規則である，「鈴鹿市スポーツ推進委員に関す

る規則」，「鈴鹿市立学校体育施設の開放に関する規則」，及び「鈴鹿市運動施設の設

置及び管理に関する条例施行規則」を廃止し，市規則及び要綱として新規制定し，

平成 28 年度４月１日から施行するものでございます。「鈴鹿市教育事務委任規則」

の一部改正に伴う廃止につきましては，「鈴鹿市教育事務委任規則」の「少年団体傷

害見舞金等に関すること」の項目を削除し，少年団体傷害見舞金等に関する事務を

市長が行うことになるため，この度，教育委員会規則である「鈴鹿市少年団体傷害

見舞金等条例施行規則」を廃止し，市規則として新規制定し，平成 28 年度４月１日

から施行するものでございます。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。 

 

（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）図書館の開館日が増えて，よいことと思われます。一方で，スタッフのや 

りくりはどうなっていますか。 

 

（図書館長）増減なしで対応可能です。 

 

（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１７７３号｢鈴鹿市文化財保護条例施行規則の一部改正について｣か 

ら議案第１７７６号｢鈴鹿市スポーツ推進委員に関する規則等の廃止について｣まで 
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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）ご異議がないようですので，議案第１７７３号から議案第１７７６号までを 

原案のとおり承認いたします。 

 

（教育長）次に，議案第１７７７号「鈴鹿市立公民館長等の任命について」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，鈴鹿市立公民館長等の任命を行うについ 

  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９号の規定に

より，この議案を提出いたします。詳細は，生涯学習課長から説明いたします。 

 

（生涯学習課長）それでは，議案第１７７７号「鈴鹿市立公民館長等の任命」につきま

して，説明いたします。議案書の１３１ページ「平成 28 年度度鈴鹿市立公民館長等

名簿」を御覧ください。今回，御審議をお願いするのは，単独公民館１０館とふれ

あいセンターの館長の任命についてでございます。単独公民館等の館長の任命にあ

たりましては，あらかじめ，地元の各機関・団体等の代表者で構成される，それぞ

れの地区の公民館運営委員会から地元推薦をいただいております。任期につきまし

ては，平成 28 年度４月１日から翌年３月３１日までの１年間とし，特別職の非常勤

職員として任命しているところでございます。今回は，１１名中９名が継続，清和

公民館と郡山公民館の館長が新任となります。以上の１１名を館長として任命いた

したくお諮り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。 

 

（伊藤委員）非常勤職員としての，館長の役割はどういったものがあるでしょうか。 

 

（生涯学習課長）各公民館では，運営委員会がございますので，事業活動等は，運営 

  委員会と整合性をとっていくものと思われます。 

 

（伊藤委員）ほとんどの方が継続ですが，年齢制限はあるのですか。  

 

（生涯学習課長）単独公民館長につきましては，７５歳でございます。 

 

（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 
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  します。議案第１７７７号「鈴鹿市立公民館長等の任命について」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１７７７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。「速報展「発掘された鈴鹿２０１５」につ

いて」をお願いいたします。 

 

（考古博物館長）それでは，私からは報告事項の１番目速報展「発掘された鈴鹿 

２０１５」につきまして，説明申し上げます。開催期間は，３月２６日（土）から６

月１９日（日）までで，平成２７年１月から１２月の期間に行った発掘調査の成果を，

いち早く市民のみなさまにわかりやすく，知っていただこうとするもので，速報展は

毎年開催いたしております。平成２７年中には伊勢国府跡始め８遺跡について本調

査を行い，これらの遺跡の出土資料を展示するとともに，調査の際に撮影した遺構や

出土状況の写真等も展示いたします。また，夏休み子ども体験博物館でおこなった発

掘体験について紹介するコーナーを設け，そのとき出土した遺物や発掘の様子等を

展示いたします。開催日初日の３月２６日（土）には，発掘体験に参加していただい

た親子を招待し，発掘担当者による展示解説を行う予定でございます。自分たちが発

掘したものが，その後どのように整理され文化財として保存されているのかという

ところを知っていただくことで，より考古学への興味や理解を深めていただけるの

ではと考えております。関連事業といたしましては，発掘担当者による展示解説を４

月１６日（土）に，スライド説明会を５月２１日（土）と，６月１２日（日）に行い

ます。なお，４月１６日（土）は「三重県民の日」，５月２１日（土）は「国際博物

館の日」のため，いずれも観覧料は無料となっております。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）今年，発掘された，目玉はありますか。 

 

（考古博物館長）弥生，縄文時代の土器は出土しております。木田町の磐城山遺跡は， 

  古代の倉庫跡が発見されており，旧神戸中学校跡地では，室町から戦国時代にかけ 

  ての出土がございます。 

 

（福嶋委員）伊勢国分寺跡の進 具合は，いかがでしょうか。 

 

（考古博物館長）地権者の了解を得ながらの調査ですので，随時，調査しております。 
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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「平成 28 年度度鈴鹿市立図書館の臨時休館について」をお願いします。 

 

（図書館長）それでは，私からは報告事項の２番目「平成 28 年度度鈴鹿市立図書館の臨

時休館について」説明申し上げます。平成 28 年度度は，図書館システムの更新作業

と江島分館の改修工事を予定していますが，更新作業と作業後の新システムを習得

する為の職員研修期間が必要であること，及び江島分館改修工事も一定の工事期間

を要するものでありますので，規則第２条第５号に規定する７日以内の特別整理期

間では，実施できないため平成 28 年度９月２７日火曜日から平成 28 年度１０月１

１日火曜日までの１５日間を臨時休館とするものです。なお，例年９月に実施して

います蔵書点検は，臨時休館の期間に合わせて実施いたします。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）１５日間は長くないですか。江島も同じですか。 

 

（図書館長）システム変更に伴いまして，新システムの職員の習得期間も含めまして， 

  開館時に混乱のなきよう備えるためのものですので，御理解ください。江島分館も 

  同様です。 

 

（下古谷委員）新システム導入により，利便性は向上しますか。 

 

（図書館長）システムの具体は確定していないものの，三重県立図書館が導入している 

  システムを含めた仕様と考えております。 

 

（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，その他 

事項に移ります。 

 

（教育長）｢３月教育委員会臨時会の開催について｣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 年度３月３１日木曜日，午前１１

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。 

 
（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,３月教育委員会臨時会を３月３１日木曜日，午前 

  １１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 年度３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。 

 

３月教育委員会定例会終了午後３時４３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 


