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平成２８年１２月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成２８年１２月２６日（月）午後３時００分から 

 

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（山中秀志，福嶋礼子，下古谷博司） 

 

４ 議場に出席した職員 

教育次長（鈴木謙治），教育委員会事務局参事（廣田隆延），参事兼教育総務 

課長（森川洋行），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（橋本伸清），参事兼文化財課長（浅野浩），図書館長（北川清美），

書記（永井洋一），書記（佐野方彦） 

 

５ 議事  

（１） 平成２９年度教職員人事異動基本方針について       （学校教育課） 

 

６ 報告事項  

（１） 本市の幼稚園及び小学校の給食について       （学校教育課） 

（２） 平成２９年度鈴鹿市立幼・小・中学校（園）の入園式・入学式について 

（教育指導課） 

（３） 考古博物館企画展「どか～んとえんとつ」について   （文化財課） 

（４） 鈴鹿市立図書館における冬季イベントについて      （図書館） 

 

７ その他 

（１）１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 ０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２８年 

  １２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，福嶋委員

にお願いいたします。 

 

（教育長）それでは，会議に入る前に皆様に報告申し上げます。本日の定例会

ですが，所用により伊藤委員が欠席されます。御本人から，鈴鹿市教育
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委員会会議規則第５条に基づく欠席届を提出していただいておりますの

で，これを承認いたしたいと存じます。なお，本日は，委員の過半数が出

席いただいておりますので，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

１４条第３項の規定により,会議を開催することといたします。それでは,

議事に入ります。議案第１７９９号「平成２９年度教職員人事異動基本方

針について」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，地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第２１条第３号の規定に関する教職員人事異動基本方針を定めるに

ついて，教育委員会の議決を得るため，この議案を提出いたします。なお，

詳細につきましては，学校教育課長より説明いたします。 

 

（学校教育課長）それでは，私からは議案第１７９９号「平成２９年度教職員人

事異動基本方針」につきまして，説明申し上げます。資料の２ページを御覧

ください。平成２８年３月に三重県教育ビジョンが策定された関係で若干

の文言の修正はありますが，考え方としましては昨年度と大きな変更はあ

りません。読み上げまして説明とさせていただきます。 

平成２９年度教職員人事異動基本方針 

 県の人事異動基本方針を踏まえ，教職員の人事異動を積極的に推進し，鈴 

鹿市の教育の振興と刷新を図る。 

平成２９年度教職員人事異動基本方針（三重県教育委員会）   

   平成２８年３月に策定された「三重県教育ビジョン～子どもたちの希望と 

  未来のため～」では，「生きる喜びを感じながら，志を持って夢を実現させ

ていく力」，「他者と支え合いながら，社会を創っていく力」を子どもたちに

身につけて欲しい力としているところである。このため，各学校では，これ

らの力を育む教育を着実に推進し，本県の教育水準を向上させ，県民の公教

育に対する信頼を高めていかなければならない。 

  また，各学校においては，学力と社会参画力の育成，豊かな心の育成，健や 

  かに生きていくための身体の育成に取り組むとともに，家庭や地域と連携・ 

  協力して魅力ある学校づくりに取り組みつつあり，今後も，質の高い学校経 

  営を目指して継続的な改善を一層推進する必要がある。 

  こうした中で，教職員一人ひとりが，やりがいを高め，その能力を十分に発 

  揮し，使命感と情熱を持って，児童生徒の目線に立った教育の実践に取り組 

 めるよう，次の基本方針に基づき，積極的，計画的な人事異動を行う。 
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 １ それぞれの学校の経営方針に資するため，教職員の適正配置に努める。 

 ２ 校長の意見を尊重する。 

 ３ 教職員の年齢・教科・勤続年数等を考慮し，学校運営組織の充実に努め，

あわせて気風の刷新を図る。 

鈴鹿市内人事異動基本原則                                                         

 （１）人事異動については，学校又は個人にとって著しく公平を欠くことのな

いようにする。 

 （２）人事異動にあたっては，原則として現任校勤務３年以上の者を対象とす

る。 

 （３）現任校での勤務年数は，原則として８年を限度とする。 

 （４）近親者（血族３親等，姻族２親等）の同一校勤務は，できる限りこれを

避ける。 

 （５）往復人事異動（Ａ校←→Ｂ校）は，できる限りこれを避ける。 

 （６）特別な条件を伴う人事異動については，検討する。 

  上記の内容は，市立幼稚園教員にも準用するが，幼稚園のみ（２）（３）を 

  以下のとおりとする。 

 （２）人事異動にあたっては，現任園での勤務年数の最低ラインを定めない。 

 （３）現任園での勤務年数は，原則として６年を限度とする。 

  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。 

 

（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）具体的には，毎年何名の方が異動されているのですか。 

 

（学校教育課長）異動といいましても，退職，市外への異動，採用といろいろあ

るのですが，ここ１，２年では，退職者は行政への割愛退職も含めて概ね 

  ５０名前後，転任は市外への異動や指導主事に任命される等の行政間の異

動も含めて７０から８０名程度，市内における学校間の異動につきまして

は大体１００名程度でございます。 

 

（福嶋委員）全体の人数では何割が動いていることになりますか。 

 

（学校教育課長）定数のほうが大体１,１００名弱であり，今のものを全部足し

ていくと２２０人程度になりますので，多くても２割程度と予想されます。 
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（福嶋委員）では，５人に１人の割合ということですね。 

 

（学校教育課長）概ねそういうことになります。 

 

（福嶋委員）基本原則の（１）にありましたが，転任先は転任される方，御本人

の希望も含まれるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）教職員の場合は本人の希望調書をとり，基本的にそれに基づい

て考えています。 

 

（福嶋委員）御本人の希望を尊重されているのですね。 

 

（下古谷委員）昨年度とはほとんど変わっていないということですが，逆に何か

変更点はございますか。 

 

（学校教育課長）下の鈴鹿市内基本人事原則は変わっていませんが，上の書き出

しの部分が，昨年度は三重県教育ビジョンが策定予定でしたので「次期三重

県教育ビジョン（仮称）では」でしたが，今年度では策定されましたので正

式なタイトルとなっています。また，２つ目の段落後半に「健やかに生きて

いくための身体の育成」という表現がありますが，昨年度までは「健やかな

体の育成」という表現でございました。これは三重県教育ビジョンの中でそ

のように表現されていますのでそれに合わせた改定になります。以上の２

か所が変更点でございます。 

 

（山中委員）現在の新規採用者の推移は，どうなっているのでしょうか。 

 

（学校教育課長）新規採用者は，今年度は３６名でございます。昨年度が６９名

採用しておりまして，大体そのくらいの幅で推移をしております。 

 

（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１７９９号「平成２９年度教職員人事異動基本方針に

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）異議なし 
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（教育長）御異議がないようですので，議案第１７９９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。「本市の幼稚園及び小学校の給食

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，本市の幼稚園及び小

学校の給食につきまして，２点，説明いたします。まず，１点目でございま

すが，混乱を招きました今回の学校給食に関する事案を受けまして，今後の

本市の学校給食のあり方を検討する際の参考とするため，市内の公立小学

校・幼稚園の保護者や児童･園児を対象に，アンケート調査を実施いたしま

した。１２月１２日に，在籍する小学校・幼稚園を通じて保護者に配布し，

１２月１９日までに各小学校・幼稚園へ提出していただきました。なお，対

象となる子どもが２人以上いる家庭は１名分を提出してもらうようにして

おります。資料の１ページがアンケートを行うための参考資料，２～３ペー

ジが配付したアンケートでございます。今回のアンケートでは，保護者に対

しては現在の給食の満足度や献立・食材に関する考え方，今後，充実した給

食を安定して提供していくために優先すべきと考えることなどについて，

児童や園児に対しては，味や量，献立の希望について意見を聞いております。

配付数が１万を超えますことや，できるだけ早く集計を行いたいというこ

とから，今回のアンケートは選択式を基本とし，自由記述欄を最後に設ける

ようにいたしました。なお，各小学校・幼稚園から提出されたアンケートの

集計は，学校教育課で行います。現在，各小学校・幼稚園から学校教育課へ

集まってきており，これから集計を始めるところでございます。１月中旬頃

には，自由記述欄を除いた集計結果を出したいと考えております。次に，２

点目でございますが，幼稚園・小学校給食の献立複数化についてです。資料

４ページをご覧ください。現在，小学校・幼稚園の給食は，市内統一献立で

提供しておりますが，平成２９年４月から，単独調理校１９校と学校給食セ

ンターは別の献立といたします。単独調理校と給食センターでは，設備内容

や人員配置，配送の有無等が異なるため，作成する献立に制限があるのが現

状でございます。単独調理校と学校給食センターを別献立にすることによ

り，それぞれの状況に応じたより良い献立を提供することができます。また，

単独調理校への食材納入価格等を踏まえた献立の作成もできますことから，

単独調理校の赤字削減にも効果があると考えます。さらに，同一日に使用す

る食材量が減ることにより地元産食材が確保しやすくなるなど，地産地消

の推進に効果があると考えます。ほかにも，あってはほしくないことですが，
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食材の不具合等による当日の食材変更や，最悪の場合は備蓄食のカレーの

提供などといった緊急対応を行うような事態に対するリスクを分散するこ

とにもつながると考えます。なお，今回の献立の複数化に伴う給食費の変更

はございません。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。 

 

（福嶋委員）４ページの３番目の効果の「単独調理校への食材納入価格を踏まえ

た献立の作成」について，単独調理校では食材の納入価格が少し割高になる

と伺ってはいましたが，このことについてもう少し詳しく教えてください。 

 

（学校教育課長）まず，現在はそれぞれの調理校で納入業者と契約をしています

ので，食材の納入価格は調理場によって異なります。そのため食材が豊富に

ある場合は，一般的にスケールメリットのある給食センターのほうがより

安く食材を購入できる可能性がございます。逆に，食材が品薄の場合は値段

が高価であっても無理をしてでもそろえる必要があり，高くなる場合もあ

ります。ただし，スケールメリットの点から一般的には単独調理校のほうが

若干不利になる可能性があると考えております。例えば単位の話では，２０

とか５０個単位，１ｋｇ単位で頼むものも実際にあります。例えばソースに

使うトマトの缶を缶ごと買う場合に，そういったものを避ける。例えば２０

の倍数で買うものについては１２１とかですと，７缶買わなければ１２１

には足りなくなります。そうした部分で無駄が出ることは我々も理解して

いますので，そういったことも踏まえて，そうしたものを極力減らすことも

できるのではないかと考えて，このような表現をしております。 

 

（福嶋委員）単独調理校で納入する価格を統一する方向で運用をしていくのは

難しいのでしょうか。 

 

（学校教育課長）そのことについても，今後考えていくべきかと思っています。

ただし，現状では学校によって業者が違いますので，統一するのは難しいと

考えております。できるだけ差を小さくする努力であるとか，あるいはいろ

いろと情報をいただいて，安いものを購入することが可能であれば工夫を

するということはこれからも必要であると考えております。 
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（下古谷委員）４ページには非常に良い効果について書かれていますが，逆にデ

メリットについて考えた時に，どんなことがあるのか，そこについて教えて

いただけますでしょうか。 

 

（学校教育課長）子どもたちには基本的に効果の方が大きいとは考えています。

特に施設面での有効活用では，調理センターはどうしても配送時間の関係

でできるだけ調理時間を短縮する必要があり，単独調理校ならば時間ぎり

ぎりまで調理ができるということがありますので，子どもたちにとっては

メリットがほとんどであると考えております。ただし，給食献立を複数化す

るということは当然献立を作成する栄養教諭への負担がかかるということ

が可能性として考えられます。リスク分散ということで一気に中止される

ことはありませんが，食材が違うということで逆の面を言うと，どちらか一

方が駄目だった場合はもう一方が止まってしまうということですので，そ

ういった面もメリットでありデメリットでもあるとは考えていますが，基

本的にデメリットは少ないと考えております。 

 

（山中委員）給食費については「献立複数化に伴う給食費の変更はなし」とあり

ますが，実際問題としていろいろと食材の物価が上がっているので，今後も

検討する価値はあると思いますが，いかがですか。 

 

（学校教育課長）その点につきましては，いずれ時期が来れば給食費は検討する

必要があるとは考えております。ただし，今回の件もございましたので，ま

ず自分たちでできることを見直して，やれることをやるということも考え

ております。それも踏まえてアンケートのほうでも，３ページの問７には給

食費の改定という項目も一部ございますし，私自身集約もしておりますの

で見ているのですが，自由記述欄に「給食費の改定もしていただいたらどう

ですか」と書かれているお宅も多くございます。まだ集約し始めたところで

すので，決定がいつになるかは言えないのですが，時期についてはその辺り

の御意見も踏まえながら検討していきたいと考えております。 

 

（山中委員）複数化の話とは離れてしまう問題なのですが，給食費の未納の問題

とか，その辺も大きく予算に関わってくるところがあるとは思いますが，今

後その未納の問題も合わせて考えていく必要があるのではないかと思いま

す。やはり現場は苦労されていると思うので，その辺で何か動きはあるので

しょうか。 
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（学校教育課長）給食費の未納の問題について，現場の先生方には本当に負担を

お掛けしていると，こちらも認識しております。厳しいご家庭につきまして

は生活保護や就学援助のお話をさせていただいておりますし，最近は児童

手当等のお金を保護者の方の了解を得た上で，給食費等に回してください

という取組を始めたところでございまして，年々数が増えてきております。

その効果もあるかと思うのですが未納額は年々減ってきておりまして，昨

年度でいいますと小学校，幼稚園の未納額は７０万円と少しで，これは全国

平均の率と比較しますと約３分の１でございます。効果は出ていると思い

ますが，気を抜くことはなく継続的に，できるだけ学校の先生方には迷惑を

かけないようなことをもっと考えていきたいと思います。 

 

（福嶋委員）アンケートの１ページのところで，今までは地産地消をいろいろと

一生懸命やってきたことを主張してきましたが，最近ではこの３番目のと

ころは安くする工夫ということで，なるべく安い野菜を使用する，牛肉を鶏

肉にする等，いろいろと工夫されていることが多いと思います。安い部位の

肉を利用するとかデザートは最低限にするとか，気持ちが沈むような工夫

をされているのがよくわかるのですが，なにもここまで書く必要はないの

ではないかと思いまして，少しでも値段が上がるのは仕方がないことだと

逆に思われたりする表現なのですが，せっかく子どもたちが育ち盛りなの

で，難しいところではあるのですが，なるべくは良いものを提供してあげた

いという気が親御さんにもあると思いますので。 

 

（教育長）御意見としてお伺いしてもよろしいですか。 

 

（福嶋委員）よろしくお願いします。 

 

（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「平成２９年度鈴鹿市立幼・小・中学校（園）の入園式・入学式に

ついて」をお願いします。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは報告事項の２番目，「平成２９年度鈴鹿市

立幼･小･中学校（園）の入園式･入学式」について，報告申し上げます。５

ページを御覧ください。幼稚園につきましては，入園式期日は，平成２９年

４月１０日，月曜日，午前１０時，会場は，各幼稚園となっております。小

学校につきましては，入学式期日は，平成２９年４月７日，金曜日，午前 
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  １０時３０分，会場は，各小学校となっております。中学校につきましては，

入学式期日は，平成２９年４月７日，金曜日，午後１時３０分，会場は，各

中学校となっております。なお，開式時刻につきましては，一部の幼稚園・

小中学校で変更となる場合もございます。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。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，３番目の「考古博物館企画展

「どか～んとえんとつ」について」をお願いします。 

 

（文化財課長）私からは報告事項の３番目でございます「考古博物館企画展「ど

か～んとえんとつ」について」につきまして，説明申し上げます。この企画

展「どか～んとえんとつ」の「どか～ん」は土管のことでございます。少し

人目を引くようにこのような表現にさせていただきました。企画展でござ

いますが，平成２９年１月２１日，土曜日から，３月５日，日曜日まで開催

いたします。古墳時代中頃，５世紀以降，朝鮮半島との交流が盛んになり，

多くの人々が日本列島に渡来いたしました。それに伴い様々な技術がもた

らされ，人々の生活スタイルが大きく変化した時代でございます。騎馬，須

恵器，かまど，こういった資料は一般的に知られていますが，今回の展示に

つきましては，あまり注目されることがなかった煙突と土管について紹介

するものでございます。近年，近畿地方を中心に出土例が増加して，研究も

進めているところでございます。まず，煙突でございますが，筒状土製品な

どと呼ばれ，これまでは の遺物とされてきましたが，朝鮮半島では竪穴住

居から出土することが知られ，かまどの煙突として利用されたことが徐々

に明らかになってきているところでございます。国内でも渡来系氏族の集

落遺跡を中心に出土例が出ています。次に土管ですが，給水，排水施設とし

て使用されるものです。朝鮮半島では百済の久麻那利，泗沘といった都など

で用いられ，わが国では特に飛鳥時代から奈良時代の宮殿と寺院で用いら

れていました。筒状土製品とほぼ同様のものと丸瓦の製作途中のような厚

手のものがございます。ただし，わが国では木材が豊かで木 が多用されて

いたため一般に普及することはなく，土管が再び使用されるようになるの

は近世以降となります。市内では岸岡町の天王遺跡や郡山町の郡山遺跡群

から筒状土製品が出土しています。いずれも近くに須恵器の釜跡が発見さ

れており，その生産には渡来系氏族が関わった可能性がございます。地味な
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資料ではありますが，地方における渡来人の技術や文化の伝播を考える上

で重要な資料として，県内や近畿地方周辺の類似資料と併せて展示・紹介す

るものでございます。なお，関連事業といたしまして１月２９日（日曜日）

に橿原考古学研究所付属博物館から坂靖様をお招きし，「煙立つ-かまどと

えんとつの考古学-」と題して講演をしていただきます。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。 

 

（福嶋委員）瓦はよく耳にしますが，土管を題材にしているというのは珍しいの

ではないかと思います。 

 

（文化財課長）通常は土器や瓦系，壷，又はその破片が出てくるのですが，土管

となりますと，そのもの自体が非常に珍しく，これまでのところは非常に不

思議なもので，これは何に使われたのか不明な時期もありましたが，先ほど

お話ししましたように，朝鮮半島で竪穴住居から煙突として使われたとか，

あるいは宮殿，寺院や都では排水施設として使われたという実例があるこ

とから，発掘が進む中でこれも煙突，土管ではないかというふうに考えられ

てきている状況でございます。岸岡町の遺跡から出た土管は，直径は 

  １５～２０ｃｍ，長さは７０ｃｍほどで須恵器ですので青っぽい灰色をし

ています。これが土管なのか，あるいは煙突なのか，といったところはあり

ますが，一応そういうものの使用であると，この頃考えられるようになり，

今回展示をさせていただくということでございます。 

 

（福嶋委員）住居のイメージが広がりますね。 

 

（文化財課長）渡来系の人々が５世紀に渡って来て，飛鳥地方を中心に朝鮮半島

から渡って来た人々の様々な技術があるのですが，土木，建築，鍛冶，金工，

細工，はたおりなど，それらが伝わる中で飛鳥時代の頃から一般の生活の中

にも若干浸透してきたところがあります。今の飛鳥地方へ行っていただけ

ると，そんな時代の庭園や苑池といった遺構も出ておりますので，その辺り

と併せまして，非常に進んできた技術が地方にも伝わってきているという

ことで，今，福嶋委員がおっしゃられたように土管というものは非常に珍し

く，それが生活の場にも取り入れられていたということで，今回の展示の運

びとなったということでございます。 
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（下古谷委員）配水管として使われていたということは，その時代から今で言う

水道ができていたということですね。 

 

（文化財課長）溝などを使って川から水を引く技術は，飛鳥時代では噴水らしい

遺跡も出ておりますけども，それは都の話でございます。こちらではわかり

ませんが，飛鳥時代の都には渡来系の人がたくさんいたので，こうした先進

的な地域では，川から水を引く溝や石を使った工作物とか，排水のための施

設とか，そういったように使われていたと聞いております。 

 

（下古谷委員）煙突は大体どのくらいの大きさだったのでしょうか。 

 

（文化財課長）展示するものの中の一つは，資料によりますと高さ６９ｃｍにな

ります。 

 

（下古谷委員）煙突もやはり平均して７０ｃｍほどの大きさのものなのでしょ

うか。 

 

（文化財課長）その程度だと思います。 

 

（福嶋委員）水の祭りというものがあって，聖水を崇めているのにも土管を使っ

ていると伺ったことがあるのですが，鈴鹿は飛鳥と直結していて，思ってい

たよりも当時は田舎ではなかったような気がしています。 

 

（文化財課長）鈴鹿には伊勢の国の国分寺があるので，国分寺は奈良時代になっ

てからですけれども，鈴鹿は東国への入り口になりますので，位置的には大

和から見ると大事な位置であったそうです。そういった意味で技術や文化

の伝播や交流が行われてきたのでなないかと思われます。 

 

（教育長）古代のロマンに惹かれるような話でした。また興味のある方は是非，

行っていただきたいと思います。 

 

（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，

４番目の「鈴鹿市立図書館における冬季イベントについて」をお願いします。 

 

（図書館長）それでは，私からは報告事項の４番目「鈴鹿市立図書館における冬

季イベント」につきまして，説明申し上げます。７ページを御覧ください。
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図書館では，１月から３月の期間に「さむ～い冬も図書館へ」と題して各種

イベントを無料で開催する予定です。１番目の『三重県の木で時計を作ろう』

は，夏休み期間に開催する際，たくさんの方から御応募をいただきながら，

人数制限の関係でお断りをしたために，冬季のイベントとして１月５日，木

曜日に再度開催するものです。内容は，三重県の木材を使ってオリジナルの

木工時計づくりを行います。この企画は，みえ森と緑の県民税市町交付金事

業の一環で実施するものですので，当日は，森林の大切さや，癒し効果など

も説明してまいります。なお，同内容を１２月２２日木曜日に実施済みです。

次の『赤ちゃんに読み聞かせをしよう講座』は，１月２３日月曜日に，ＪＰ

ＩＣ読書アドバイザーの木村由美子さんから赤ちゃんへの読み聞かせ方法

や赤ちゃん向きの本について講義をしていただきます。今回は，育児中の方

も参加していただきやすいよう，赤ちゃんの同伴も可能として募集をかけ

ます。次の『はやみねかおるさんトークイベント』は，図書館で初めて開催

するものですが，公益財団法人岡三加藤振興財団助成事業として三重県図

書館協会からの補助金を財源として開催いたします。内容は，１月２９日，

日曜日に，三重県出身で，現在も県内に居住中の作家「はやみねかおる」さ

んをお招きし，１部は館長の私との対談を，２部は参加者からの質問に回答

していただく形式といたします。終了後には，はやみねさんの著書を持参の

方に限りサイン会も実施いたします。次の『図書修理ボランティア基礎講座』

は，図書館や学校図書館ボランティアの育成及び支援を目的として２月６

日，月曜日と１４日，火曜日に，株式会社図書館流通センターの長井雅子さ

んから簡単な図書の修理方法や，図書館ボランティアとしての活動ポイン

トを講義していただきます。両日とも同じ内容ですので，どちらか選択して

参加していただきます。続きまして，８ページをご覧ください。次の『不思

議の国のアリス×鈴鹿市立図書館』は，１０月２８日に開催したイベントを

再演いたします。前回の参加者は，若年層が多く，好評を得ましたがイベン

ト周知の浸透により，開催主旨である若年層の活字離れを食い止め，図書館

に興味と関心を持ってもらうまでには至らなかったため，再演するもので

す。今回は，２月１８日土曜日の閉館後を利用して図書館が「不思議の国の

アリス」の物語の世界に取り込まれたという設定で，館内に設置した を 

  ９０分の制限時間内で全て解き明かし，ゲームクリアを目指していただき

ます。最後に『ストーリーテリング入門講座』は，２月２２日，３月１日，

８日の３回を連続講座として「まほうのおなべ」を主宰されている下澤いづ

みさんから絵本や紙芝居を使わずに，語り手が物語を覚えて言葉だけで聞

き手に語る「耳からの読書」の基礎を講義していただきます。ほかの公立図

書館では，ストーリーテリングの手法で，おはなし会を定期開催していると
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ころが多いので，読み聞かせボランティアの育成を目的として開催するも

のです。各イベントは，事前申し込みが必要となりますので，広報すずか１

月５日号，ポスターの掲示及び図書館ホームページへの掲載などで周知を

行います。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）補助金や，多くの工夫をしていただいて，それを動脈とするように

図書館が機能し始めて，本当に嬉しく思います。様々な補助金を見つけ出し

て使うということを，そういうノウハウをほかの課の方にも教えていただ

ければと思うのですが，是非ほかの課でも工夫をしていただきたいと思い

ます。 

 

（図書館長）三重県の県民税を使った木工作りは，この市役所の中では農林水産

課が中心としてやっている事業の一つです。今回，私たちが事業をするにあ

たって，前年度に書籍をたくさん購入した流れがあるのですが，その時は農

林水産課のほうからお声掛けをいただいて始めたものですので，そういう

意味では私たちから声を掛けるだけではなく，いろいろな課からお声掛け

をしていただくことが大切かと思われます。図書館が目立ってくると声も

掛けやすいのかと思いますので，今後も継続していろいろな情報を庁内で

共有しながらやっていきたいと思います。 

 

（福嶋委員）『不思議の国のアリス×鈴鹿市立図書館』の，前回のことについて

詳しく教えてください。 

 

（図書館長）前回の１０月に行った時は，鈴鹿市はもちろん，東京，京都からも

たくさんの応募をいただき，全員で８０名を超える応募がありました。ただ

し，定員が３０名の限定とした内容でしたので，多くの方にお断りをしなけ

ればならない事態になりました。さらに，参加していただいた方にアンケー

トを取ったところ，質問内容の一つの「どこで知りましたか」という部分で，

私たちの狙い目であったポスター等の宣伝ではなく，友人同士での誘いに

よるものが多く，それを見て少し広がりが弱いと感じまして，今回は同じ内

容の事業をするにあたって万全の準備ができていますので，再演をするこ

とといたしました。 
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（福嶋委員）今回この不思議の国のアリスのネーミングや，先ほどの，どか～ん

と煙突は，やはり行きたいという気持ちを引き付けるような企画力がすご

いと思いました。 

 

（図書館長）ありがとうございます。特に不思議の国のアリスはイラストレータ

ーの方にも御無理を言って無料でポスターも書いていただいて，市内の高

校や大学にもポスターを貼らせていただき，その年代の方に狙いを絞って

開催させていただきましたので，今後もいろいろとタイアップが出来れば

と思っております。 

 

（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，

その他事項に移ります。｢１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２９年１月２４日，火曜日，午

後３時３０分から，こちらの教育委員会室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 

 

（教育長）御異議ないようですので,平成２９年１月２４日，火曜日，午後３時

３０分から，１月教育委員会定例会を，教育委員会室において開催すること

にいたします。それでは，ここで，年末の御挨拶をさせていただきたいと思

います。本年は，４月に，鈴鹿市総合計画２０２３並びに，鈴鹿市教育振興

基本計画が策定され，一歩一歩着実に,施策を進められてきたと感じており

ます。これもひとえに，教育委員皆様の御理解と，御協力の賜物と思ってお

ります。振り返りますと，大きな事件・事故もございませんでしたことは良

かった一方で，反省すべきこともございました課題は，来年度に向けて克服

すべく，つなげていきたいと思います。４月に教育次長と参事が異動してま

いったことにより,皆様に御不便をお掛けした場面もあったかと存じます

が，また来年に向けて頑張ってまいりたいと思いますので，よろしくお願い

申し上げまして，平成２８年１２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。 
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１２月教育委員会定例会終了 午後１５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 福嶋 礼子 


