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平成３０年２月教育委員会臨時会議事録 

 

１ 日時 平成３０年２月２８日（水）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（中道公子） 

教育委員会委員（伊藤久仁子，下古谷博司，福嶋礼子，山中秀志） 

 

４ 議場に出席した職員 

教育次長（森川洋行），教育委員会事務局参事（廣田隆延），参事兼教育総務課長（白

塚山隆彦），教育政策課長（澤卓男），学校教育課長（梅本秀明），教育指導課長（川

北浩司），教育支援課長（橋本伸清），地域協働課副参事兼総務グループリーダー（實

義幹夫），参事兼文化振興課長（澤井環），文化財課長（新田剛），参事兼図書館長（北

川清美），子ども育成課長（坂本悦子），書記（永井洋一），書記（川村浩司） 

 

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２９年度鈴鹿市教育費第５号補正予算案について      （関係各課） 

 

６ 報告事項 

（１）社会教育基本計画２０２３について              （関係各課） 

（２）速報展「発掘された鈴鹿２０１７」について          （文化財課） 

（３）平成２９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）平成３０年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３０年

２月教育委員会臨時会を開催します。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１８５１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，会議を非公開にしたいと存じます。議案第１８５１号の会議を非公開とする
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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。私と委員の皆さん，書記以外の方は，御退席願います。 

 

＜＜  関係者以外は退席  ＞＞ 

 

「議案第１８５１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 

 

＜＜退出者再入室＞＞ 

 

 

（教育長）お待たせいたしました。 

 

（教育長）先ほど審議いたしました議案第１８５１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）それでは，次に，議案第１８５２号「平成２９年度鈴鹿市教育費第５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 

 

（参事兼教育総務課長）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２９条の規定に基づき，市長から意見を求められた平成２９年度鈴鹿市教育

費第５号補正予算案について，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。 

 

（参事兼教育総務課長）それでは，私からは，教育費全体の補正額と，教育委員会事務

局所管分の各項目について，説明いたします。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，４１億３,６４３万５千円でご

ざいます。今回の補正は，１億３０万７千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，４０億３,６１２万８千円となります。次に，減額補正

１億３０万７千円の財源内訳でございますが，国県支出金が１,３７３万７千円の減

額，地方債が３００万円の減額，その他財源が２６１万円７千円の増額，一般財源が

８,６１８万７千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。まず，教育総務費事務局費の「人件費／教育長期末勤勉手当等」，１０７万７

千円と，「人件費／教育長共済費」，１３万４千円の減額でございますが，本年度４月

に新しい教育長が就任したことにより，教育長期末手当の６月支給割合を低く設定し
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たことなどから，減額が生じたものでございます。続いて，「人件費／一般職」９３

４万６千円の減額でございますが，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。続いて，「臨時雇い人賃金」５４０万

円の減額は，雇用保険料率の引き下げによる社会保険料の減額や，育児休業取得者等

の補充嘱託職員の減額によるものでございます。続いて，教育振興費の「教育情報化

推進費」７３０万円の減額と，「学校規模適正化事業費」２００万円の減額は，業務

委託内容の見直しなどに伴い，委託料を減額するものでございます。次に，小学校費

学校管理費の「人件費」，１６万４千円の減額でございますが，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，中

学校費学校管理費の「人件費」１８万６千円の減額でございますが，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，

幼稚園費の「人件費」１,７２４万６千円の減額は，人事異動等に伴い，２名減とな

ったことから，減額するものでございます。次に，社会教育費社会教育総務費の「人

件費」２０４万８千円の増額でございますが，人事異動に伴い，１名増となったこと

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，増額となったもの

でございます。続いて，文化財保護費と博物館費，公民館費を飛ばしまして，図書館

費の「人件費」２１０万６千円の減額でございますが，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，保健体育費

保健体育総務費の「人件費」９２５万円の減額でございますが，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。続いて，

学校給食センター費の「人件費」５万５千円の増額は，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，増額となったものでございます。続いて，「第二学

校給食センター管理運営費／施設管理委託料」の５５０万円の減額は，第二学校給食

センターの各種施設管理委託業務の入札差金と，除害施設産業廃棄物収集運搬処分業

務委託において，排出量と，処分回数に減少が生じたことにより，減額するものでご

ざいます。次に，裏面の４ページを御覧ください。「３ 繰越明許補正（追加）」の「中

学校維持修繕事業」１,３００万円は，鈴峰中学校校舎屋上防水改修工事について，

降雪等の影響により工事進捗に遅れが生じ，今年度内の完了が困難となったため，繰

越明許補正を追加す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。 

 

（地域協働課副参事兼総務グループリーダー）それでは，私からは議案第１８５２号「平

成２９年度鈴鹿市教育費第５号補正予算案」についてのうち，地域協働課分について

説明申し上げます。３ページを御覧ください。このたびの補正はいずれも，減額補正

をさせていただくものでございます。社会教育費の公民館費のうち，まず，「施設整

備費／牧田公民館」４６０万円の減額でございますが，こちらは，昭和５０年に建設

し，築後４３年が経過し，老朽化が進む牧田公民館の新築移転事業にかかる減額の補

正をお願いするもので，今年度は建物基本設計業務，造成工事設計業務，不動産鑑定

評価などを実施いたしましたが，事業費としての差額分を減額補正するものでござい

ます。なお，減額補正後の５４０万円のうち，建物基本設計業務につきましては，昨
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年１１月２日に委託契約を締結し，地域の方々により組織いただく建設委員会と協議

を行いながら進めておりますが，今後，土地収用法上の事業認定に必要な図面の修正

等に時間を要することが見込まれ，現時点において工期内に業務が完了しない可能性

があることから，４ページにございますように，この基本設計にかかる契約金額４３

４万２千円については，繰越をお願いするものでございます。もう一度，３ページに

お戻りいただきまして，次に，「施設整備費／バリアフリー整備」３３１万１千円の

減額でございますが，こちらは，鼓ヶ浦公民館の男女別トイレ整備において，予算額

と契約金額に差額が生じたため，減額補正するものでございます。これに関連して，

４ページにございますように公民館施設整備事業の地方債補正３００万円の減額に

つきましては，ただ今説明いたしました鼓ヶ浦公民館の男女別トイレ整備にかかる減

額補正に伴い，起債額を２，３００万円から２，０００万円に３００万円を減額補正

するものでございます。地域振興部地域協働課関係分の説明は以上でございます。よ

ろしく御審議いただきますようお願いします。 

 

（参事兼文化振興課長）続きまして，文化スポーツ部が所管する平成２９年度鈴鹿市教

育費第５号補正予算案について説明申し上げます。３ぺージを御覧ください。社会教

育費文化財保護費の「史跡伊勢国分寺跡／保存整備事業費」２，５７９万円の減額は，

平成２９年度分の事業確定に伴い国県補助金を減額補正させていただくものでござ

います。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。 

 

（子ども育成課長）続きまして，子ども政策部が所管する平成２９年度鈴鹿市教育費第

５号補正予算案について説明申し上げます。一点目が教育総務費教育振興費の「幼稚

園型一時預かり事業費」でございます。２００万円の減額でございます。こちらにつ

きましては，認定こども園が実施いたします一時預かり事業に関する費用でございま

して，実施園の減ということで，２００万円の減額をさせていただきます。次に幼稚

園費の中の「幼稚園運営費／臨時雇人賃金」の７００万円でございますが，公立幼稚

園の嘱託講師及び嘱託養護の賃金に関する減額になっております。当初予定をしてお

りました嘱託講師１６名の雇用が１５名であったこと，さらにはその１５名のうち，

３名が産休代替として年度途中からの雇用であったことによる減額です。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。 

 

（下古谷委員）かなり人件費が減額となっていますが，基本的には，減額した額は来年

度使えるということでよろしいでしょうか。約１億円が減額補正となっていますが，

この約１億円は来年度予算にプラスされるということでよろしいでしょうか。減額し

た１億円はどこにいくのかということです。 

 

（書 記）減額される約１億円は，教育費として来年度使えるというものではございま
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せん。市の大きな財政の括りの中で，余剰金が出たことになり，例えば次年度におけ

る補正予算の財源などになるのかなと思います。それをまた教育費として獲得をして

いくわけですが，財政が厳しい折ですので，どれくらい獲得できるかというのは難し

いところではございます。 

 

（下古谷委員）是非獲得いただければと思います。 

 

（福嶋委員）教育費予算の中でプールしたものですから，優先的に使えるように財政の

ほうに言っていただけるとありがたいと思います。 

 

（書 記）教育長を先頭に一丸となって予算獲得に向けて頑張りたいと思います。 

 

（福嶋委員）鼓ヶ浦公民館の男女別トイレ整備において，予算額と契約金額に差額が生

じたため，減額するということですが，金額が決まっていたならば，もう少しグレー

ドアップして予算を使い切るということはできないのでしょうか。一旦金額が決まっ

てしまうと，減額補正していかないといけないのでしょうか。 

 

（地域協働課副参事兼総務グループリーダー）設計する時点におきましては，公民館の

管理をしております館長であるとか，職員からの聞き取りや地域の利用者からの要望

等を受けて，設計させていただいています。限られた予算の中で実施させていただい

ておりますので，必要最小限の予算で最大限の効果が得られるように設計をし，工事

をさせていただいております。 

 

（福嶋委員）では，逆に言うと前もってもう少し正確な金額に近い額で予算要求ができ

たら，補正をせずに，ほかのところにも回せるかなと思いますが，難しいでしょうか。 

 

（地域協働課副参事兼総務グループリーダー）設計をさせていただいて，その金額で入

札を行い，その落札の比率により金額が落ちています。 

 

（教育次長）一般的な話になりますが，予算で獲得しているものと，入札の金額と比べ

た場合，どうしても若干の余りが出ることが多くございます。ただ，福嶋委員がおっ

しゃられる余った分でグレードを上げるという部分については，なかなか難しくなっ

ています。 

 

（福嶋委員）入札によって生じた差額をほかに使用するというのは，難しいということ

ですね。 

 

（伊藤委員）人件費について，加配ができないなどがありますので，もう少し要求額を

上げられないでしょうか。 
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（参事兼教育総務課長）要求額を上げたいのは山々なのですが，人事課とも翌年の各所

属の人数について夏頃からヒアリング等の調整を行い，新しい業務などが発生すれば

人件費の増額なども発生してきます。業務が多岐にわたる中で，なかなか減らす業務

というのがなくなってきています。このような中で，臨時職員，嘱託職員を含めて，

なるべくたくさん確保できるよう進めてまいりたいと考えています。 

 

（伊藤委員）学校給食センターでの除害施設産業廃棄物収集運搬処分業務委託において，

排出量と，処分回数に減少が生じたということには，調理で出るゴミや子どもたちが

残す給食なども含まれているのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）残さということではなく，施設が新しいため，あまり油などの

廃棄が出ないということがございまして，本来であれば５回実施しなければならない

グリストラップ等の作業が４回でよかったなどということがありまして，減額となっ

ています。 

 

（伊藤委員）残さそのものは，あまり返ってきていないのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）残さにつきましては，肥料などに再利用できるようにする施設

もございますので，そういったかたちで有効活用させていただいています。 

 

（福嶋委員）社会教育費文化財保護費の「史跡伊勢国分寺跡／保存整備事業費」２，５

７９万円の減額について，もう少し詳しく教えてください。 

 

（文化財課長）毎年補助事業で実施していまして，国の補助，県の補助を受けて実施し

ている伊勢国分寺跡の保存整備事業でございまして，平成２９年度予定していた部分

の国の補助，県の補助が低く抑えられたということで，補助に応じた内容に減額した

ものです。 

 

（福嶋委員）今年は補助が低く抑えられたというのは，熊本城などの影響なのでしょう

か。 

 

（文化財課長）国の史跡の保存整備に係る補助事業につきましては，御指摘のとおり全

国で起きています自然災害による文化財修理というのが頻発しておりまして，そうい

ったこともあり，本来予定していた額がいただけないという状況が続いています。 

 

（福嶋委員）当初計画していた事業の期間が少し延びるということも考えられるのでし

ょうか。 

 

（文化財課長）当初予定していた完成時期よりも，現在延びています。しかし，今年度

終了時点で全体の８割ほどは終わっていますので，完成は見えているかなと思います。 
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（福嶋委員）完成目前に迫っているので，なるべくスムーズにお願いします。 

 

（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，お諮り

します。 

 

（教育長）議案第１８５２号「平成２９年度鈴鹿市教育費第５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１８５２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。「社会教育基本計画２０２３について」を

お願いいたします。 

 

（参事兼文化振興課長）それでは，私からは報告事項の１番目「社会教育基本計画２０

２３」につきまして，説明申し上げます。１ページを御覧ください。まず,社会教育

委員の職務といたしまして，社会教育法第１７条に「社会教育に関する諸計画を立案

すること」とあり，本市においては,社会教育委員会において,「社会教育分野の諸計

画」を策定，見直しすることが,その職務の一つとされています。平成２９年度から

「鈴鹿市総合計画２０２３」の前期基本計画との整合を図り，今後の，社会教育行政

の基本的な方向性や，その実現のための施策を体系的に示すために「社会教育基本計

画２０２３」を策定し，社会教育分野での基本計画としたところです。なお，今回の

「社会教育基本計画２０２３」につきましては，２月８日に開催しました社会教育委

員会で，内容を審議していただき，承認されておりますことを報告させていただきま

す。それでは，内容についてでございますが，４つの基本目標は「鈴鹿市総合計画２

０２３」の前期基本計画と連動していることから，平成３１年度までは変更ございま

せんが，それに基づく実行計画の中身については，年度ごとに見直しをすることにし

ております。平成３０年度の取組みについては記載のとおりで，２月の教育委員会定

例会にて説明させていただいていますので，各所属長からの説明は省略させていただ

きますが，３ 文化財の保護と活用の推進の（１）の⑥史跡伊勢国府跡の適切な保存

のため，範囲確認調査等の「等」を付け加えました。これは，従来の範囲確認調査の

ほか，土地購入を新たに予定しているためでございます。また，それぞれの実行計画

で目標値を設定していますが，これは総合計画の前期基本計画の目標値と同じもので

ございます。なお，現状値が平成２８年度実績となっておりますが，これは現在年度

途中であり，平成２９年度実績がまだ出ないため，平成２８年度実績を現状値として

置いています。平成２９年度実績が出ましたら修正し，報告させていただきます。社

会教育基本計画２０２３についての説明は，以上でございます。 
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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）実行計画を見せていただいて，あまり変化がないということですが，社会

教育の実行計画については，あまり変化がないということが多いのでしょうか。例え

ば濃淡をつけてこういうことをやろうというようなことは，あまりしないのでしょう

か。 

 

（参事兼文化振興課長）実行計画自体が予算に基づいたところから引っ張ってきていま

すので，おおかたが毎年度，粛々にということが多くございますので，特に目新しい

ものがあれば増えてくるかもわかりませんが，大体同じようなことをやっているのが

現状です。 

 

（福嶋委員）社会教育というのが今後の大きな課題となってくると思うので，もう少し

濃淡をつけて，アグレッシブにやっても良いかなと思います。そういった観点からも

取り組んでいただければと思います。 

 

（参事兼文化振興課長）福嶋委員がおっしゃられたように，社会教育法が変更になりま

して，学校関連との連携というところが増えてくると思います。そういったところで，

社会教育委員さんも自分たちで勉強していこうということで，本年度から自主勉強会

というのを始めていただいています。今後も教育委員さんとも連携を図りながら，一

緒に学校や地域などを巻き込んだものということで動いております。 

 

（下古谷委員）実行計画の一番上の標題のところで，社会教育基本計画２０２３ の右

横に「平成３０年度～平成３１年度」と２年間のスパンで書かれているのですが，基

本的に２年間で見直しをしていくということでしょうか。 

 

（参事兼文化振興課長）社会教育基本計画２０２３は，平成２９年度から総合計画に基

づき作成させてもらいました。総合計画の目標が，平成３１年度までになっており，

前回の平成２９年度版は，ここが「平成２９年度～平成３１年度」になっていました。

平成３０年度版では「平成３０年度～平成３１年度」となり，最終年度の平成３１年

度版では「平成３１年度」となります。中身の実行計画の部分については，毎年度実

施することが変わりますので，変更します。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，次の報告事項に移ります。報告事項

２番目の「速報展「発掘された鈴鹿２０１７」について」をお願いします。 

 

（文化財課長）それでは，私からは報告事項の２番目「速報展 発掘された鈴鹿 ２０

１７」の開催につきまして，説明申し上げます。報告事項の２ページを御覧ください。

鈴鹿市考古博物館では，毎年，速報展としまして，広く市民の皆様方に，鈴鹿市内に
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おいて，前年に行った発掘調査の成果をお知らせしております。今年度は，３月１０

日（土）から６月１７日（日）まで，「発掘された鈴鹿２０１７」として開催するもの

でございます。この展示は，開館以来毎年行っており,今回で２０回目となります。

今回の速報展では，須賀一丁目の須賀遺跡，広瀬町の伊勢国府跡，岡田一丁目の岡田

南遺跡，上野町の一反通遺跡，木田町の磐城山遺跡等における発掘調査での成果を展

示いたします。なお，この速報展に関連する催しといたしまして，４月１４日（土）

に発掘担当者による展示の解説と，５月１９日（日）と６月１７日（日）に，スライ

ド説明会を行います。また，４月１４日の県民の日，５月１９日の国際博物館の日を

記念して，両日とも観覧料を無料といたします。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）これは毎年開催されているとのことで，実際に自分たちが住んでいるとこ

ろで遺跡が眠っていて，それが掘り起こされて，日の目を見るというのは，とても感

動することなので，小中学生にも伝われば，なお良いのかなと思います。歴史という

のは，自分の身近なところにあるのだということが実感できるような企画，学校に出

向くなどの企画をしていただけたらと思います。 

 

（教育長）それは，郷土鈴鹿に興味や誇りを持ってもらう上でも大切な試みかもしれま

せん。 

 

（福嶋委員）縄文や弥生など教科書の中だけではなくて，実際自分たちの住んでいる地

元にも遺跡があるというのは，結構感動することだと思います。学校では，今はされ

ているのかもしれませんが，私たちの頃は教科書の中と地域とが切り離されていて，

自分たちの住んでいる地元にも遺跡があるということを教えていただいたら，より子

どもたちも喜ぶかなと思います。 

 

（教育長）貴重な意見をありがとうございました。 

 

（文化財課長）学校での取組ですが，今，考古博物館では出前博物館ということで，各

学校の要請に応じて，行かせていただいています。夏には，夏休み子ども体験博物館

ということで，特に子どもを対象とした催しを考えていますので，学校にはそういっ

た案内もさせていただいています。こういった子どもを対象とした取組に力を入れて

行きたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 

（教育長）この速報展は２０回目ということですが，何か記念の催しはされるのでしょ

うか。 

 

（文化財課長）特に記念のものは考えておりません。 
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（伊藤委員）小学校５年生くらいになると社会見学があると思いますが，そのときに考

古博物館に行くなどはできないでしょうか。 

 

（教育指導課長）今でも，遠足や社会見学のコースに入れて，考古博物館を訪ねて，地

域の歴史について学ぶという取組をしている学校もございます。そういった学校は継

続して実施されていくと思いますが，市全体でとなると学校の教育課程のことなども

ございますので，こういった取組があるということは，各学校へ紹介させていただき

たいと思います。 

 

（福嶋委員）市で考古博物館を持っているというのは，他市ではあまりないことですね。

それを利用する，生かすということがひとつの鈴鹿市としての財産になります。 

 

（下古谷委員）このパンフレットに書かれている紡錘車というのは，具体的にはどうい

う役割をしたものなのでしょうか。 

 

（文化財課長）このパンフレットでは大きく載っていますが，実物は非常に小さなもの

でして，紡錘車は糸を紡ぐ錘の部分になります。これに棒を差して，錘を回転させな

がら繊維によりをかけて，よりのかかったものを棒に巻きつけるということを繰り返

すというような道具になっています。現在は全自動で糸を紡ぐということがされてい

ますが，それを手でやるための道具になっています。 

 

（下古谷委員）そういったことが，このパンフレットに少し説明書きがあると興味も湧

いて良いと思います。 

 

（教育長）貴重な御意見をありがとうございます。ただ，今回のパンフレットには間に

合わないので，次回から説明書きを入れていただけたらと思います。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，次の報告事項に移ります。報告事項

３番目の「平成２９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

いします。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは報告事項の３番目，「平成２９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，説明申し上げます。本年度の卒業証書授与式

は，小学校は，平成３０年３月１６日，中学校は，平成３０年３月８日となっており

ます。小学校，中学校への参列者は，表のとおりでございます。なお，詳細な時間，

場所等につきましては，後日，各学校から出席者に向けて，直接連絡が入ることにな

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させていただ

きます。６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。   

告示 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
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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。ま

た，皆さんをこれまで育ててくださいました，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８月に世界陸上競技選手権大会が，イ

ギリスで開催されました。この大会での引退を表明していたジャマイカ代表のウサイ

ン・ボルト選手は，過去４度の世界陸上競技選手権大会において，史上最多となる１

１個の金メダルを獲得しています。ボルト選手は２００２年，１５歳にしてジュニア

の世界大会で金メダルを獲得し，２年後にはジュニア世界新記録を出します。しかし，

その後怪我が絶えず，試合に出ることができなくなったり，出ても途中で走ることが

できなくなったりすることが続きました。原因を調べると，背骨が曲がっているとい

う生まれつきの病気によることが分かりました。初めて知った自分の病気に，信じら

れない思いを持ちながらも練習を続けましたが，結果を出すことができず苦しみます。

それでも「全ては自分次第だ」と背骨のゆがみを補うために，腹筋や背筋を鍛えてい

きました。限界まで走り込む練習をして体の痛みを感じたときも，この苦しみを乗り

越えることで，今よりも成長できるはずだと自分を励ましてトレーニングを続けまし

た。そして迎えた２００８年の北京オリンピック。１００ｍ，２００ｍの両種目を世

界新記録で優勝するという，史上初の偉業を成し遂げたのです。その後９年間にわた

り，世界のトップであり続けたボルト選手の最後のレースが，昨年の４×１００ｍリ

レーでした。ボルト選手は，最後のレースを輝かしいものにしようと，力強く走り出

します。しかし，途中で左足がけいれんし，ゴールを目の前にして倒れこみ，走りき

ることができませんでした。それでもボルト選手は，レース後の会見で，「後悔はし

ていない。挑戦し続けることが重要だった。それが若い世代へのメッセージとなれば

よい。」と話しています。どのようなときも，自分の力を信じ，努力し続けてきた経

験が，結果に左右されない自分への誇りを生み出したのです。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。不安や悩みを感じるときもあるかもしれません。しかし，

どのようなときも自分の力を信じて努力を重ね，誇れる自分になってください。最後

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地域の皆様，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３０年３月１６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。８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，皆さんをこれまで育ててくださいました，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１２月，将棋棋士の羽生善治さんが，

「永世七冠」の称号を手にされました。これは，１つ獲得するだけでも一流の証であ

る「永世」の称号を７つすべてそろえるという，史上初の快挙です。羽生さんと将棋

との出会いは，小学１年生の時でした。将棋を始めた頃はとても弱かったと言います
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が，「どんなにやっても勝つためのコツが分からない将棋が，面白くて仕方ない。」と，

夜，布団に入ってからも一人で駒を指すほど，将棋に没頭していきます。大会で実戦

経験を重ね，様々な戦術を身につけた羽生さんは，着実に腕を上げていき，中学３年

生でプロ棋士となりました。その後，めざましい活躍により，将棋界に旋風を巻き起

こし，２００７年，史上最年少の３７歳で通算１０００勝を達成しました。翌２００

８年には，６つ目の永世称号を手にし，いよいよ永世七冠獲得が目前に迫った時，羽

生さんの前に大きな壁が立ちはだかります。それは，最後の称号である「永世竜王」

の獲得でした。何度も挑みますが，手にできないまま，９年の歳月が流れます。その

ような中でも，「才能とは，意欲を持ち続けることである」と考える羽生さんは，敗

北を力に変え，将棋に情熱を傾け続けました。コンピュータの将棋ソフトにより注目

された戦術を，試しに採用してみるなど，新しいことにも臆することなく，あらゆる

可能性に挑戦していきます。そして，２０１７年，ついに，誰も果たしていない永世

七冠獲得という快挙を成し遂げたのです。羽生さんは，前人未到の偉業を達成し，国

民栄誉賞を受賞した今もなお，「将棋の本質がまだまだわかっていない」と語ります。

わからないから面白いという幼い頃抱いた好奇心は，歳を重ねた今も消えることな

く，新しい戦術を学ぼうとする探求心につながり，さらなる高みを目指す原動力とな

っているのです。皆さんは今，期待と不安を抱き，新しい世界への一歩を踏み出そう

としています。歩んでいく道の途中で，悩み，立ち止まることもあるでしょう。その

ような時は，興味のあること，情熱を持って取り組めることは何かと，自らに問いか

けてください。そして，自ら選んだ道をたくましく，一歩ずつ進んでいってください。

最後になりましたが，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，保護者の皆様や地域の皆様，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３０年３月８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）毎年，告辞の内容がどのようになるのかを楽しみにしているのですが，こ

の告示の中に一つのドラマがあって，ありがたいなと思っています。８ページの告示

の中で「夜，布団に入ってからも一人で駒を指す」というのは，布団の中で指すとい

うことなんですか。 

 

（教育指導課長）エピソード集を読んでいますと，布団に入ってこっそりと将棋に集中

していたというお話がありました。 

 

（福嶋委員）今回，冬季のオリンピックもあって，話題が盛りだくさんで大変でしたね。 

 

（教育指導課長）人選については１２月の末にさせていただきまして，それから告辞の
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原案を考え，何度も教育指導課内で検討しまして，今日見ていただいています。冬季

オリンピック選手の活躍は素晴らしいものがあったのですが，冬季のオリンピックの

選手を取り上げますと，どのような結果になるかわかりませんので，人選の対象とは

しませんでした。市長の祝辞の中には，お一人取り上げていただいています。 

 

（教育長）時間的な猶予がなくてというところですね。 

 

（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）｢平成３０年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）平成３０年３月定例会でございますが，平成３０年３月２２日木曜日

午後２時から教育委員会室において，開催したいと存じます。 

 

（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３０年３月定例会を，平成３０年３月２２日木

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３０年２月教育委員会臨時例会を終了いた

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１１時１０分 

 

以上会議の顛末を録し，ここに署名する。 

 

教育長 中道 公子 

 

委 員 伊藤 久仁子 


