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平成３０年６月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成３０年６月２６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（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（白塚山隆彦），教育委員会事務局参事（山田純生），教育政策課長（竹下直哉），

学校教育課副参事兼教職員ＧＬ（磯部仁），教育指導課長（川北浩司），教育支援課長（神

原由明），文化振興課長（近藤眞智子），文化財課長(新田剛)，図書館長（渥美裕子），子

ども政策課長（江藤大輔），書記（鈴木明），書記（川村浩司），書記（松本春奈） 

 

５ 報告事項 

（１）平成２９年度教育委員会活動の点検・評価について        （教育総務課) 

（２）学校規模適正化・適正配置に関する取組について         （教育政策課) 

（３）平成３０年度鈴鹿市立幼・小・中学校（園）の修了証書授与式・卒業証書授与式に

ついて                           （教育指導課） 

（４）平成３１年成人式について                     （文化振興課) 

（５）伊勢型紙資料館「伊勢型紙と文様４ 夏の型紙」展について     （文化財課） 

（６）大黒屋光太夫記念館「知っておどろき！大黒屋光太夫」展について  （文化財課) 

（７）考古博物館開館２０周年記念特別展「三重のはにわ大集合！」について(文化財課） 

（８）考古博物館「なるほど探検隊」スタンプラリーについて         （文化財課） 

（９）考古博物館 夏休み子ども体験博物館２０１８について           （文化財課） 

（１０）鈴鹿市立図書館等における夏休み期間中の行事について          (図書館） 

（１１）旧神戸中学校跡地への神戸幼稚園移転に対する検討結果について （子ども政策課） 

（１２）大阪府北部地震を受けての対応について      (教育総務課・教育支援課） 

 

６ その他 

（１）７月教育委員会定例会の開催について              （教育総務課) 

 

 

７ 傍聴人 一人 
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（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３０年６月教育 

員会定例会を開催します。本日の会議録署名委員は，山中委員にお願いいたします。よ

ろしく願いします。それでは，報告事項の１番目，「平成２９年度教育委員会活動の点検・

評価について」をお願いいたします。 

 

（教育次長）失礼いたします。それでは１番目，平成２９年度教育委員会活動の点検・

評価につきまして，各所属によります点検・評価報告の案がまとまりましたので，説明

申し上げたいと思います。この教育委員会活動の点検・評価の趣旨についてでございま

すが，「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２６条の規定に基づき行うもので

ございます。教育委員会は，毎年，その権限に属する事務の管理及び執行の状況につい

て点検・評価を行い，その教育的効果について検証するとともに，地域住民に対する説

明責任を果たしていくため，報告書を作成し，公表するものでございます。それでは，

報告書の目次を御覧ください。本報告書の構成につきましてはまず「１はじめに」とし

て制度の趣旨や評価の実施方法，点検評価項目一覧等，次に「２担当所属，教育委員会

委員，教育長による点検・評価」としてそれぞれの基本事業に対する単年度の点検評価

結果を，最後に，「学識経験者の知見の活用」としまして，有識者の意見を頂戴し，掲載

いたしまして，構成することといたしております。次に，その内容でございますが，Ａ

３横になっております５ページでございますが，各事業につきまして，昨年度，平成２

９年度の目標値，実績値，そして達成度を担当課を表記して一覧にしたものでございま

す。この点検・評価の対象となる基本事業については，平成２８年度から新たにスター

トしております，鈴鹿市教育振興基本計画におきまして，施策の基本的な方向ごとの事

業の取組の中で，特に重点を置いて取り組む２６項目を対象といたしております。戻り

まして，６ページから３１ページまではこの２６項目の重点取組毎に各担当課が評価を

行い，一枚のシートにそれぞれまとめて掲載してございます。また，昨年度と同様，目

標値と実績値をグラフ化することによりまして，分かりやすく標記するとともに，教育

振興基本計画の計画期間であります平成３１年度までの進行管理を図ってまいりたいと

考えております。なお，今回の報告書（案）における個々の取組の詳細内容につきまし

ては，報告しました資料をもって，説明に代えさせていただきたいと考えております。

以上が，概要でございまして，また，昨年度までは，教育委員の皆様方からの御意見を

二次評価として掲載させていただいておりましたが，昨年度，委員の皆様方からいただ

いた御意見等を踏まえ，今回から担当所属が行いました評価案を教育委員の皆様方にこ

れから加筆・修正していただきまして，共に一次評価を行う手法に変更いたしておりま

す。このところが去年と変わったところでございますのでどうかご理解をいただきます

よう，お願い申し上げます。次に，今後の予定につきまして，説明申し上げます。本日，

報告させていただきました，報告書（案）につきまして，教育委員の皆様方からは，７

月１７日までに赤字で加筆・修正していただきまして，事務局へ報告いただきたいと存

じます。その後，事務局で一次評価としての最終原案を作成し，この８月に予定してお

ります教育委員会懇談会の席上で，この案につきまして意見交換を行ってまいりたいと

考えております。なお，本市におきましては，教育委員会活動の活性化の一環としまし
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て，「教育委員会活動の点検・評価」を，集中的に議論する会議の場として，教育委員会

懇談会を開催しているところでこざいます。会議につきましては公開で行い，議事録に

つきましても，教育委員会定例会や臨時会と同様の扱いとさせていただいておりまして，

また，ホームページ等にも，傍聴の案内をさせていただいております。この教育委員会

懇談会におきまして，委員の皆様方からいただきました意見を整理しました後に，一次

評価報告書として，仮の確定をさせていただいた後，有識者の方へ御意見を求めてまい

りたいと，このように考えております。そして，１０月又は１１月の教育委員会定例会

におきまして，最終の点検・評価報告書（案）を提出させていただきまして，承認をい

ただけましたら，市議会に，提出していく予定であります。また，市議会提出後には，

総務課の「情報コーナー」でありますとか教育総務課の窓口で閲覧していただけるよう

に，冊子を設置いたします。さらに，点検・評価報告書を教育委員会のホームページに

掲載するとともに，公表した旨を「広報すずか」に掲載するなど，周知を図ってまいり

たいと考えております。説明については，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）加筆，修正ということなんですけれども，ボリュームが大体こう決まって

いるので，うんと加筆するとなんかいけないような感じですね。 

 

（教育次長）委員さんの意見というのは非常に大きく考えておりますので，どうぞ思わ

れとるところを，御修正いただければと思っております。 

 

（福嶋委員）はい，ありがとうございます。 

 

(山中委員)教育委員，教育長含めて共にというお言葉がさっきあったんですけど，今の

説明からいくと，個々の委員で検討していけばいいわけですね。 

 

(教育次長)まずは個々の委員さんの方で加筆，修正していただいたものについて持ち寄

って，８月の懇談会で意見交換を行って煮詰めていきたいと，このように考えておると

ころでございます。 

 

(山中委員)はい。 

 

(教育長)今日この場で何か御質問,御意見等が今あったらお伺いしますけれども。いか

がでしょうか。 

 

（福嶋委員）これは基本計画で決まった項目をやっていくということなので，３１年度まで

はこの指標についてこのままいじらないで，ずっと行くということですよね。 

 

(教育次長)基本はそのような考え方を持ってございます。 
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(福嶋委員)となると，達成度が１００パーセントを超えているものも，その流れでやってい

くと，いうことですね。 

 

(教育次長)指標の設定につきましては項目は同じなんですが，状況によりましては，今後指

標のレベルをまた変えていくとか，それについては余地を残していきたいと，考えておりま

す。 

 

(福嶋委員)はい。 

 

（教育長）いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい，ありがとうございます。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「学校規模適正

化・適正配置に関する取組について」をお願いします。 

 

(教育政策課長）それでは，私からは報告事項の２番目「学校規模適正化・適正配置に関す

る取組について」につきまして，説明申し上げます。「鈴鹿市学校規模適正化・適正配置に関

する基本方針」につきましては，３月の定例会にて御審議いただき策定をいたしたところで

ございます。学校や地域などで学校規模適正化等について一緒に考えていくためには，本市

としての考え方や各学校の現状を住民の方々にも知っていただくことが必要です。そのため，

今年度は基本方針等の周知を進めているところでございます。基本方針等は市のホームペー

ジに掲載するほか，「広報すずか」６月５日号には，特集記事を掲載いたしました。また，基

本方針についての概要を記載した資料として，リーフレットを作成しました。それでは，リ

ーフレットの方を御覧ください。カラー刷りのものでございます。こちらにつきましては，

市役所や地区市民センターの窓口に備え付けております。それから，小中学校の全教職員へ

の配付や公立・私立の幼稚園・保育所にも配付を予定しており，学校関係者に対しての共通

理解も図りたいというふうに考えております。それでは，資料１ページの表を御覧ください。

Ａ３横のカラー刷りの表になります。「児童生徒数・学級数の推計（２０年推計）」というも

のでございます。これは，２０１７年度に実施いたしました推計について，国立社会保障・

人口問題研究所の公表資料や住民基本台帳等のデータを２０１８年度の最新のものに置き

換え，再計算したものでございます。左端，それぞれ学校名が小学校，中学校と並んでおり

ます。そのすぐ右，２０１８年度のところを御覧ください。これは，今年度の各学校の普通

学級の児童・生徒数と学級数でございます。その右，２０１９年度からは人口試算による２

０年推計でございますが，表の中の赤矢印の部分，太い黒枠で囲まれている部分は住民基本

台帳における０歳から１３歳児までの実数を考慮した推計に置き換えてあります。なお，上

の表の２５番目，合川小学校の数字は，小規模特認校を各学年５人利用していると想定した

もので，下の表７番の白子中学校と９番の天栄中学校の数字は，通学区域の弾力化を各学年

４０人利用していると想定したものでございます。この表を御覧いただきますと，水色で示

されている大規模校は，将来的には適正な規模に収束していくというふうに予想されます。

一方，緑色で示されている小規模校はさらに小規模化が進み，一部の学校では，オレンジ色

で示されている２学年を１クラスにする過小規模校，つまり，複式学級の発生というものも
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予想されます。上の表２４番，天名小学校では，実出生数から２０２５年に２，３年生が合

計１５名となり，転入等の社会増がない限り複式学級になると思われます。また，２５番，

合川小学校では，小規模特認校制度を利用した入学者数を５人として出していますので，実

際の入学者数が少ない場合は，この表のオレンジの２０２５年よりも早い，２０２１年度か

ら複式学級が発生する可能性も考えられます。今後，このリーフレットと児童生徒数・学級

数の推計を用いまして最新の情報を提供し，現状について考えるきっかけとしていただくた

めに市内全小中学校の学校運営協議会の場での説明を，順次行っていきます。なお，天栄中

学校区のネットワーク委員会の場での説明会実施の要望がございましたので，すでに６月６

日に先行して行っております。報告は以上でございます。 

 

(教育長)はい，では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)先程，天栄中学校では一応事前にもうあったという話はわかったんですけど，そ

こで父兄の方から質問とか，要望とか，出たことがあったんですか。 

 

(教育政策課長)６月６日には，まずこのリーフレット，基本方針ができましたということで，

このリーフレットの説明と今お渡しした資料について，こういう状況ですということをお示

ししたところでございます。基本方針の策定の説明等させていただいて，まずはこれを知ら

なあかんな，ということが委員の方からは言われましたので，今回はまず勉強だということ

でございました。天栄中学校区の学校運営協議会につきましては，９月に開催を予定してお

りますので，そのときまでに委員の皆さんが勉強したいということで，資料の提供をお願い

されました。それで，皆各自で勉強しましょうということでした。以上です。 

 

(福嶋委員)はい，ありがとうございました。 

 

(教育長)ほかはいかがでしょうか。 

 

(下古谷委員)一点よろしいですか。今，福嶋委員とちょっと重なるところもあるんですけど，

６月５日に広報すずか，僕も拝見しましたけど，何か市民の方からの意見と言いましょうか，

反応というのはございましたでしょうか。 

 

(教育政策課長)広報掲載をきっかけとしてというのは，問い合わせはございませんでした。

これから学校運営協議会の中に入っていって，多分見ていただくということになろうかと思

います。 

 

(下古谷委員)はい，ありがとうございます。 

 

(教育長)いかがでしょうか。 
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(山中委員)このリーフレットに，この資料は入れ込まれるんですか。このリーフレットだけ

ですか。 

 

(教育政策課長)基本方針の説明としては，リーフレットを使用いたしますが，説明会の場に

はその資料も持って行きますし，当然これはホームページの方にも掲載してございます。 

 

(山中委員)はい。 

 

(伊藤委員)この資料を見ますと，やっぱりもう目に見えて生徒がどんどん減っていきますの

で，協議に入りだすと市役所側というよりは，ほんとに地元の方からも，もう色んな活発な

声が上がってくるとは思います。ある程度こう短期間のうちにまとめていただけたらと思う

んですけど，そこらへんは今からの協議でやっていかれるわけですか。 

 

(教育政策課長)昨年度視察で色んなところを回らせていただいた報告もしているかと思う

んですけれども，行政側の方である程度，こういった方向でどうでしょうというふうに持っ

てくと，必ず失敗すると思います。やはりそこで，自分たちの思いと違うやないかっていう

ことを言われるということの懸念もございますので，まずは知っていただくということが，

一番必要だと思います。その中で学校をどうしていくかというのが，その地域のコミュニテ

ィのあり方とも関わってまいりますので，そのへんはどうするかっていうのを地域の皆さん

と一緒に考えていきたいと思っております。 

 

(伊藤委員)例えば先に，この生徒数の減少を踏まえたうえで，大きなモデルプランとかそう

いうのをお示しされるわけではないんですか。 

 

(教育政策課長)モデルプランという形ではなく，適正規模方針を検討していただいたときに，

こういう手法がありますよ，という形でお示しをします。その中で皆さんはどういう手法を

取っていった方がいいかというのを一緒に考えましょう，というふうにしております。例え

ば，どこどこを統合するとか統合しないとか，そういうことをこちらが持って臨むというも

のではないというふうに考えております。先進地でうまくいかなかった時の話というのが，

そういうところでございました。 

 

(伊藤委員)わかりました。 

 

(福嶋委員)もうひとつよろしいですか。合川小学校の場合小規模特認校ということで，別枠

でやってきてはいるんですけど，そういう枠を作ってもだんだん減少することがあるという

ことですが，もしそうなった時に，そういう小規模特認校というのはですね，解くのかある

いはそれをもうちょっと強化するよう何か施策を考えるのか，どういうふうに考えてみえる

のでしょう。 

 

(教育政策課長)御承知のように，合川小学校というのは一番先に生徒数が減少してきたとい
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うことで，小規模特認校を使って，他の学校からきていただくというような形をしておりま

した。それで，英語教育に特に力を入れるということでしたけれども，このへんが小規模特

認校というのは何も英語に力を入れるというだけが，本来の制度ではございませんので，例

えばその地域の共にあり方を考えていく中で，この小規模特認という使い方もできると思い

ます。そのへんについては，もう一度その地域の皆さんと小規模特認校という制度を使って，

例えば合川地区の何かこう地域のことをやっていくというふうに考え方でいくのか，それと

も鈴鹿市全体のことを考えたら，色んなことを考えていかなくてはいけないのかなという話

になるかと思うんですが，そのへんは，一緒に検討していきたいと思っております。 

 

(福嶋委員)はい，わかりました。 

 

(下古谷委員)今そうおっしゃられたように，やっぱり英語だけに特化するんではなくて，や

はりこれからっていうのは，色んなことをやっていかないといけないと思います。特にジェ

ネリックスキルなどの育成というような方向にも行くというのも，特に小学生ぐらいのとき

だと，田植えをやるとか，そういうふうなところで人間性を上げるような教育をやっていっ

てもいいんじゃないかなと，私個人的には思ってます。それと同時にジェネリックスキルと

いうところをもうちょっと，表に出してきてもいいのかなという気がしてますので,一度お

考えいただければと思います。 

 

(教育長)まさしくその少人数の中で，一人ひとりを大事にしてくださり，その学校の特色あ

る取組に惹かれてここに来ました，入学しましたとおっしゃられる保護者さんのお声も頂

戴しておりますので，そういった面も併せてアピールができたらなと思います。ほかはいか

がでしょうか。よろしいですか。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３０年度鈴鹿市立幼・小・中学校（園）の修了証書授与式・

卒業証書授与式について」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３番目，「平成３０年度鈴鹿市立幼・小・中学

校（園）の修了証書授与式・卒業証書授与式について」御報告申し上げます。２ページを御

覧ください。公立幼稚園につきましては，修了証書授与式期日は，平成３１年３月２２日金

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，卒業証書授与

式期日は，平成３１年３月１９日火曜日午前１０時，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，卒業証書授与式期日は，平成３１年３月７日木曜日午前１０時，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

変更となる場合がございます。教育委員の皆様の御参列につきましては，日程が近付きまし

たらお知らせをさせていただきたいと思っております。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。よろ

しいですか。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４

番目「平成３１年成人式について」をお願いします。 
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(文化振興課長)それでは，私からは報告事項の４番目「平成３１年成人式」につきまして，

説明申し上げます。資料の３ページを御覧ください。平成３１年の成人式でございますが，

詳細について協議中の段階ではございますが，日時，場所等の概要が決まりましたので，本

日は途中経過報告といった形で報告させていただきます。まず，主催でございますが，鈴鹿

市と教育委員会，新成人からなる平成３１年鈴鹿市成人式実行委員会でございます。この実

行委員会でございますが，平成１４年から新成人による実行委員会の形式をとっており，実

行委員会のアイディアを活かした内容で実施しております。今年度も，広報すずかやポスタ

ーなどで，実行委員の公募を行いましたところ，男性１名，女性５名の合計６名から応募が

あり，これまでに２回実行委員会を開催し，活動をスタートさせたところでございます。次

に日時でございますが，平成３１年１月１３日の日曜日，国民の祝日，成人の日の前日にな

りますが，１３時から１４時１５分までの１時間１５分でございます。開催時刻でございま

すが，前回は新成人の準備等の負担を考慮し，初めて午後に開催にいたしましたが，成人式

実行委員を始め，新成人や美容室等からも概ね好評でございましたことから，平成３１年の

成人式も午後の開催にさせていただくものでございます。会場は，前回と同じく，鈴鹿市民

会館において開催いたします。メイン会場の市民会館のホールだけでは，収容できないこと

も想定し，市民会館２階展示室をサブ会場として式典の様子を見られるよう，モニター映像

と音声の準備をする予定でございます。今回の対象者は平成１０年４月２日から平成１１年

４月１日生まれの鈴鹿市内在住か鈴鹿市出身者でございまして，５月３１日現在の住民基本

台帳数では，２，２４２人となっております。また，参加見込み数でございますが，過去の

参加率(約６割)を元に，１，３００人程度を見込んでおります。今後，式典やイベント等の

内容につきまして，実行委員会で検討してまいりますので，詳細が決まりましたら，改めて

報告申し上げます。なお，成人式の開催日時，場所につきまして，市民の方から，お問い合

わせをいただいているところではございますが，７月５日号の広報すずか，及び７月５日付

けで市ホームページにより公表させていただく予定でございます。以上でございます。 

 

(教育長)はい，ありがとうございました。では，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)今回実行委員会の方が，男性が１人で女性が５人ということでですね，男女参画

からしたら逆転現象になっていて，もうちょっと男性がいた方か何かよかったかなと思いま

す。これからもまだ募集されるんでしょうか。 

 

(文化振興課長)こちらはですね，募集でそれぞれお一人で応募されたということなんですけ

れども，今も受け付けておりますので，お近くの方でそういう方がみえましたら，ぜひ参加

していただきたいなというふうに思っております。 

 

(福嶋委員)今年の成人式のときは会場のほうへ入る方が少なかったもので，なるべく会場の

ほうで座ったほうがよかったなと思われるような，そういう企画をまた考えていただくよう

にしたらいいな，と思ってます。前回は学校の先生がいらっしゃって，舞台から，何々学校

の生徒いるかい，とかおっしゃったら，わあーっとか言って，こう，手を挙げられる方が何
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人かいたんですけども，ああいうのがもっと広がるとひょっとしたらいいのかな，と思った

りもしました。また，色々よろしくお願いします。 

 

（文化振興課長）そのような御意見のほうもまた伝えさせていただきます。皆さん入ってき

ていただけるような内容のことを実行委員会の方にも考えていただくようにしております

ので，なるべく入っていただくように進めていきたいと思っております。 

 

（教育長）ありがとうございました。ほか，よろしいでしょうか。 

 

（伊藤委員）福嶋さんと同意見で，何か雨の日はわりに中に入るっていうんで，その，前回

このようなお話をさせてもらったときに，雨の日は大体皆中に入って，ほとんど天気のいい

日っていうのは，外にというので，市長とか議長がお話ししてても皆さん，座って聞いてる

わけでもなく，何か入ってきて，あ，話しとるなという感じで，ほんとに成人式をやる意味

があるのかなと思います。そこは難しいところだとは思うんですけど，どこかで本当に思い

切ったアイディアというか，今までのことをかなり端折ってでも，何かこうインパクトの強

い，とりあえずまず入りませんか，みたいな形で，自分たち二十歳でじゃあ今から何をどう

したいかとか，どんな企画があるかとか，ちょっと一歩踏み込んだような企画も盛り込んで

いただきたいと思います。おそらく今までのやり方ですと，ずっと中に入る入らないってい

うので時間が終わってしまって，ほんとに形だけになってしまうと思いますので，色んな企

画を考えていただいて，入るときにはとりあえず一旦中に入ってください，というメリハリ

の付いた成人式がいいな，と思いますので，よろしくお願いします。 

 

（教育長）貴重な御意見ありがとうございました。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５番目『伊勢型紙資料館「伊勢型紙と文様４夏の型紙」

展について』から報告事項９番目「考古博物館夏休み子ども体験博物館 ２０１８について」

までは担当課が同じですので，一括してお願いしたいと思います。 

 

（文化財課長）それでは，私からは報告事項の５番目から９番目までの文化財課所管の催し

物について，一括して報告させていただきます。最初に，「伊勢型紙と文様４夏の型紙」展に

つきまして，御説明を申し上げます。資料の４ページを御覧ください。今月６月１３日から

９月２日まで，伊勢型紙資料館において，夏に多く使用されてきた文様の伊勢型紙を集め，

展示を行っております。今日のように空調や冷蔵庫が無い時代の着物には，高温多湿となる

夏を快適に過ごすため，通気性や吸湿性に富む生地を用いたり，寒色系の色調を用いたりす

るなどの工夫が見られましたが，デザインにおいても視覚的な涼しさを求める工夫がなされ

てまいりました。先人が夏を乗り切るため着物の柄に取り入れた，豊富なデザインやその美

しさに注目していただければと存じます。５ページが展示している型紙の一部でございます。

続きまして，報告事項の６番目「知っておどろき！大黒屋光太夫」展について，説明申し上

げます。６ページを御覧ください。この期間限定展示につきましては，明日６月２７日から，

１０月１４日まで大黒屋光太夫記念館において開催するものでございます。大黒屋光太夫は，

皆様も御存知のとおり，江戸時代後期の船頭でありまして，嵐の中でロシアに流されて，１
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０年の歳月を経て日本に帰国することができました。帰国後は，西洋の体験者として，蘭学

者などに大きな影響を与えました。今回の展示では，夏休み期間中を含むことから，館蔵品

を中心に展示しながら，大黒屋光太夫の生涯をできるだけわかりやすく紹介いたします。７

ページが展示資料の一部でございます。続きまして，報告事項の７番目，開館２０周年記念

特別展「三重のはにわ大集合！」について御説明申し上げます。８ページを御覧ください。

考古博物館は，平成１０年１０月に開館いたしまして，本年度で２０周年を迎える節目の年

となっております。そのようなことから，考古博物館２０周年記念特別展を三重県埋蔵文化

財センターの第３７回三重県埋蔵文化財展と共同で「三重のはにわ大集合！」と題し，７月

１４日（土）から９月３０日（日）まで開催いたします。市内では，郡山町の寺谷古墳群か

ら全国的に見ても非常に珍しい「衣服に鹿を描いた巫女埴輪」が出土しており，三重県埋蔵

文化財センターの調査でも石薬師町の石薬師東古墳群から珍しい形状の馬形埴輪が出土し

ております。今回の展示では， 三重県内から出土した人物や動物，家や甲冑などをかたどっ

た様々な埴輪を展示いたします。考古学や歴史に興味のある人だけでなく，夏休み期間中に

博物館へ訪れる親子連れなどに見学していただくことで，古墳時代や考古学に興味を持って

いただければと考えております。開催期間中の主な関連行事でございますが，７月１４日と

９月１５日に資料のとおり，講演会を開催いたします。さらには，小・中学生対象のはにわ

観察会や外部講師等によるギャラリートークも開催いたします。続きまして， 報告事項の８

番目，博物館「なるほど探検隊」スタンプラリーにつきまして，御説明申し上げます。９ペ

ージ，１０ページを御覧ください。７月１４日から９月３０日までの開館２０周年記念特別

展に合わせてスタンプラリーを実施いたします。参加対象者は，鈴鹿市内及び近隣の在住在

学の小・中学生及び保護者等でございます。対象施設は，鈴鹿市考古博物館・鈴鹿市文化会

館プラネタリウム・大黒屋光太夫記念館・庄野宿資料館・佐佐木信綱記念館・伊勢型紙資料

館・鈴鹿市稲生民俗資料館の７館でございます。これらの博物館や博物館類似施設は，考古，

天文，偉人，歴史，文化などの専門的な分野を市民の学習に供するために設置されたもので，

スタンプラリーを実施することによって施設間の連携をすすめるものでございます。夏休み

期間中の子ども達が，スタンプラリーを楽しみながらそれぞれの展示内容について学習し，

体験することを目的としています。参加方法でございますが，スタンプラリーの台紙を入手

していただいた後，各施設にあるスタンプを押し，各施設の「なるほどクイズ」にチャレン

ジしていただきます。スタンプラリーの台紙の入手方法でございますが，各施設備え付けの

ものを御利用いただくか，考古博物館ホームページからダウンロードのうえ，印刷して御利

用いただけます。この９ページ，１０ページの資料がスタンプラリー台紙の原稿でございま

す。スタンプが５個集まったら，５館目の施設でその館の「オリジナル缶バッジ」を１個プ

レゼントします。さらには，７個スタンプを集めて，なるほどクイズ」に全問正解された方

には，スタンプラリー達成の認定証をお渡しするとともに，Ａ賞オリジナル手ぬぐいとオリ

ジナル缶バッジ１個，Ｂ賞星座早見表とオリジナル缶バッジ１個のいずれかを，鈴鹿市考古

博物館，大黒屋光太夫記念館，鈴鹿市役所９階文化財課の窓口でお渡しします。なお，参加

記念品等については数に限りがございますので，先着順となり，引渡し期限は，平成３０年

１０月３１日までとしております。最後に，報告事項の９番目「夏休み子ども体験博物館２

０１８」について御説明いたします。１１ページを御覧ください。夏休み期間に，小学生，

中学生を対象に毎年開催しております「夏休み子ども体験博物館」を今年度も開催いたしま
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す。内容でございますが，定番の勾玉・土笛作り，火起こし体験は，休館日を除く毎日開催

いたします。磐城山遺跡発掘体験につきましては，小・中学生を対象に，実際の発掘現場で

実施するもので，本物の土器や建物跡に触れていただくことができるものでございます。実

施日は７月２９日の９時からと１３時３０分からの２回でございまして，雨天の場合は８月

５日に順延いたします。夏休み限定体験講座としましては，この資料のとおりでございます。

自然素材を使った竹笛や，アンギンのコースター作り，草木染などの１４講座を日替わりで

開催いたします。勾玉作りや土鈴作り，古墳の模型作りなど楽しみながら考古学に触れてい

ただく企画は，夏休みの自由研究に利用できるということもありまして，毎年好評をいただ

いております。なお，夏休み期間中にはですね，連日１００人を超える来館者が見込まれま

す。考古博物館サポート会や国分町ボランティア隊の皆さんに講座運営の御協力をいただき

ながら実施する予定でございます。以上で報告とさせていただきます。 

 

（教育長）はい，ありがとうございました。報告事項５番目の伊勢型紙から５件報告があり

ました。ただ今の報告，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）すいません，ではひとつ。このスタンプラリーというのは非常に面白いなと

思ったんですが，これっていうのは今年度からの試みでしょうか。 

 

（文化財課長）はい，今年度初めて実施するものでございます。 

 

（下古谷委員）それともうひとつ。５館行ったときにもらえる缶バッチは一つということで，

５つ貰える訳ではないということですね。 

 

（文化財課長）はい，一つだけとなっております。いくつか欲しいという場合は，何度か回

っていただきたいと思います。 

 

（下古谷委員）それはそれでまた面白いですね。 

 

（教育長）ぜひ御参加いただいたらと思います。 

 

（下古谷委員）ありがとうございます。この１２ページのところで，非常に盛り沢山の講座

といいましょうか，資料下の観覧無料のところに，博物館実習生による特別公演ていうのが

書かれているんですけども，この博物館実習生というのは大学生とかそういう方を言うんで

しょうか。どういう方を言うのか，教えていただければと思います。 

 

（文化財課長）博物館実習生というのは各大学で，学芸員の講座を履修している学生さんで

ございまして，博物館で実習するっていうのが単位としてございますので，考古博物館をそ

の実習先に選ばれた学生さんが，この時に紙芝居というのをやると。もちろんまだ準備は何

もしてませんので，学生さんが来てから，作り始めるものにはなります。 
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（下古谷委員）ありがとうございます。 

 

（教育長）いかがでしょうか。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１０番目「鈴鹿市立図書館等における夏休み期間中の行事について」をお願

いします。 

 

（図書館長）それでは，私からは報告事項の１０番目「鈴鹿市立図書館等における夏休み期

間中の行事」につきまして，説明申し上げます。１２ページを御覧ください。図書館では，

夏休み期間中に「今年の夏も図書館へ！」と題して各種イベントを開催する予定です。一番

目の「図書館探検クイズ」は，７月２１日土曜日から９月２日日曜日までの開館日に江島分

館１階において，開催いたします。図書館や本に関するクイズの答えを館内を探検して，見

つけていくイベントです。次の「夏休み子ども映画会」は，７月２８日土曜日と８月２５日

土曜日に江島分館２階ギャラリーにおいて，また，８月１日水曜日と２日の木曜日は，本館

２階の視聴覚室において，毎年，恒例のアニメーション映画の上映会を行います。全日とも，

上映内容が異なりますが，出入りが自由で，参加料・申し込みも不要ですので，気軽に参加

していただけるものになっております。続きまして，「夏休み手作り絵本教室」では，８月８

日水曜日と８月９日木曜日に本館２階の視聴覚室において，こちらも毎年，恒例の絵本づく

りを行います。本年度は，「のびる絵本」を作ります。材料費が自己負担になりますが，自分

だけの絵本が作製できるとあって毎年，人気のある教室です。次１３ページです。「おりがみ

教室」は，８月２０日月曜日に江島分館２階ギャラリーにおいて，開催いたします。こちら

は，市民グループのクレーンズ様の御協力を得て行います。複数のおりがみを組み合わせて，

写真のような小物入れなどを作ります。最後に「夏休みに図書館で本立てを作ろう！」は，

８月２４日，こちらは閉館日の金曜日になりますが，本館２階の視聴覚室において，三重県

の木材を使ったオリジナルの本立てを作ります。この企画は，みえ森と緑の県民税市町交付

金事業を活用し実施するもので，森林の大切さや，「みえ森と緑の県民税」について講師の説

明後，木工作業，そして閲覧室の見学や，関連の図書の紹介，貸出カードの登録を予定して

おります。木工作業や，閲覧室の見学などを考え，閉館日の金曜日に開催としております。

それぞれ市民への周知方法は，広報すずか７月５日号と，図書館ホームページへの掲載，ほ

か，図書館内でのポスター掲示やチラシ配布となります。申し込みが必要な事業は，全て往

復はがきでの申し込みとし，申込多数の場合は，公正に抽選を行います。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。 

 

（山中委員）先程の考古博物館といい図書館といい，ほんとにこう，色々と夏休みを利用し

ての子供に対する色々な企画というんですかね，すごく多彩にほんとにありがたく思います。

それで，図書館の場合ですが，これ一年，二年のサイクルじゃなくて，もっと長期のスパン

での要望で，お願いなんですけれども，江島分館がオープンしたことによって，それで一歩

前進して，すごく良いことだな，と思うんです。それと，本館と江島分館ができたことによ

って，よりこうはっきり見えてくるのが，鈴鹿市の西部のほうの子供たちへの図書館教育の
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普及というか，文化的な広がりというか，そういった部分がよりこう課題として明確に見え

てきたなというふうに思います。ですから，そういった部分を今後の長いスパンの中でどう

西部のほうへ対応していくのか，一つの課題として持っていただければありがたいなという

ように思いますので，よろしくお願いします。 

 

(図書館長)ありがとうございます。子育て支援の部分については，市民団体が活動しますグ

ループに参加しており，子育て支援センターのりんりんや，子育て支援ネットワークにおい

て色々情報共有させていただき，チャンスあるごとに出向いていこうかなと考えております。

また，西部のほうについても，色々開拓して，改善していきたいと思いますので，よろしく

お願いいたします。 

 

(山中委員)ありがとうございます。 

 

(教育長)貴重な御意見ありがとうございました。ほかはいかがでしょうか。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１１番目「旧神戸中学校跡地への

神戸幼稚園移転に対する検討結果について」をお願いいたします。 

 

(子ども政策課長) それでは，旧神戸中学校跡地への神戸幼稚園移転に対する検討結果につ

いて御説明いたします。資料１４ページ，１５ページを御覧ください。旧神戸中学校跡地に

おける神戸幼稚園の移転候補地としての土地利用につきましては現在まで，市議会や関係自

治会へも説明を行っているところでございますが，送迎等による周辺道路での危険性や周辺

道路へ与える交通事情への影響に懸念がありましたことから，昨年６月に交通量等の調査を

行いました。幼稚園の候補地東側の道路におきまして，送迎の時間帯である，朝７時３０分

から９時３０分と，１４時から１８時に調査を行いましたところ，資料１５ページの①の番

号が付いてございます道路におきまして，北から南へ向かう車両について朝は，多いときに

は，1 時間あたり１１０台以上の交通量があり１５台もの渋滞が発生することがわかりまし

た。渋滞の主な要因といたしまして，①の数字の下のほうに②番と振ってございます踏み切

りの遮断と，さらにその下の③番の地点での右折車両によるものでございました。渋滞の解

消につきましては，③の地点への信号設置につきまして鈴鹿警察のほうへ問い合わせをさせ

ていただきましたが,他の信号との距離が近いことや，信号は減らす方針であることなどか

ら，信号の設置は困難であるとの結論に至りました。また，幼稚園教諭から神戸小学校と離

れることもあり，歩道が必須であるとの意見もありましたので，現在，歩道が設置されてい

ない②番の踏み切りを拡幅し，歩道を設置することについても近鉄のほうへ確認させていた

だきましたが，踏切道改良促進法等の基準に満たないため国が拡幅を認めず，仮に拡幅する

場合でも，他の踏切を閉鎖することが基本であるとの回答であり，踏み切りの拡幅も難しい

との結論に至りました。旧神戸中学校跡地へ移転することとなれば子どもの送迎時の安全の

確保や周辺道路に与える影響を考慮する必要がありますが，信号の設置と踏み切りの拡幅と

いう２つの課題がクリアできないことや地元においても同様の懸念がありますことから旧

神戸中学校跡地への神戸幼稚園の移転は行わないことといたします。なお，今後の神戸幼稚

園の建て替え等の方向性につきましては，現在，幼稚園，保育所がそれぞれ方針や計画とし
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て示しているものを市全体の幼児教育・保育施設の整備方針として一本化する必要があると

考えておりますことや幼児教育・保育の無償化を控えていることもあり，利用状況の変化が

考えられますことから，利用者の状況を見ながら改めて，市内全体の幼児教育・保育施設の

方針の中で，お示しさせていただきたいと考えております。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。 

 

(下古谷委員)１４ページのところで,冒頭といいましょうか，跡地については神戸幼稚園と

河曲幼稚園を統合した施設ということを書かれてるんですが，たしか河曲幼稚園のほうはも

う廃園とかそういうことではなかったかと思うんです。 

 

(子ども政策課長)おっしゃるとおり，河曲幼稚園についてはもうすでに廃園となっておるん

ですが，この移転の話がありました時には，まだ河曲幼稚園は廃園になっていませんでした

ので，そういう考え方に基づいて，ということでございます。 

 

(下古谷委員)はい，ありがとうございます。 

 

(福嶋委員)そうすると，神戸幼稚園のほうは建て替えを考えつつ，全体の方針の中で検討し

ていくということなんですけれども，旧神戸中学校の跡地はこれから教育関係で何か使用す

るというようなことは，今のところ考えていないということなんでしょうか。 

 

(子ども政策課長)今，お話させていただいた神戸幼稚園のほうは，移転しませんということ

は，子ども政策部から申し上げさせていただいているところなんですけれども，教育委員会

さんのほうで，その土地利用につきましては，検討するということになって参ると思います。 

 

(教育長)次長いかがでしょうか。 

 

(福嶋委員)教育関係で使用するとか，今回はこれは断念だったけれど，ほかに教育関係で使

用する方針というのはあるのかどうか。あるいはそういう住宅に転売するのか，何か。 

 

(教育次長)跡地利用につきましては，まだ決定はしておりませんが，まず，確実に決定して

おることだけを言います。平成２６年度の当時と変わっていないところは，道路の北側，エ

リアの北側を一般に住宅地として売る，ということは変わってございません。あと，南半分

につきましては，当初は神戸幼稚園。それはもう確実になくなったということと，あと，治

水対策としてそこの部分に洪水用の調整池を作るということがもうほぼ決まっております。

それからこの地区内に公園が不足しておりますので，それで，街区公園を作るといったよう

なところが決まってございます。それで，残り神戸幼稚園移転候補地であった跡地が約４０

００平米から５０００平米の土地がございます。それは今後，どのように利用するか，また

民間に売るか，それはこれから関係各課，あと地域の人達とも協議させていただきながら決

めていきたいなと考えております。その中で，教育関係の施設というのも一つの選択肢にな
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るのではないかなと思っております。 

 

(福嶋委員)ありがとうございました。 

 

(教育長)ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。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１２番目「大阪府北部地震を受けての対応について」を

お願いします。 

 

(教育次長)それでは１６ページ，大阪府北部地震を受けての本市の対応ということで，途中

経過報告ではございますが，報告を申し上げます。去る６月１８日月曜日，朝の７時５８分

に大阪府北部を震源とする，マグニチュード６.１，最大震度６弱の地震が発生いたしまして，

鈴鹿市におきましても，岸岡町の方が階段から落ちて足の骨を折られると，いったようなこ

とがございましたが，学校関係の被害というのは特にございませんでしたので，まずは報告

を申し上げたいと思います。通学途中ではございましたが,子どもの怪我等の被害もござい

ませんでした。あと，学校の施設の被害もございませんでした。通学路に指定されておる所

が何か崩れたとか，道のブロックが崩れてきたといったような報告も受けてございません。

そのような中で,教育委員会から学校への指導として，十分に気をつけて下校すること，それ

から，地震時適切な行動ができるように指導すること。万一の揺れに備えて十分注意を払う

ことを担任などから学級指導を行いましたところでございます。また，同日，これは学校か

ら保護者全員に向けまして，子どもたちに，地震発生時の適切な対応について，指導し，そ

れから，十分気をつけて下校するように指導しました。いつ発災するかわからない大地震等

への対応について，子どもたちへの指導をお願いしたいといったようなところで，周知させ

ていただいたところでございます。翌６月１９日火曜日でございますが，本市におきまして

は，今回の高槻市の事故の発生を受けまして，鈴鹿市内の学校も含めての公共施設につきま

して，高さ１.０ｍを超えるコンクリートブロック塀の緊急調査を決定させていただいて，現

在も実施しておるところでございます。翌６月２０日水曜日，三重県教育委員会経由で，文

部科学省から，学校におけるブロック塀等安全点検と通学路の安全確認通達がございました。

それを受けまして，６月２１日の木曜日，市長の定例記者会見におきまして，このような上

記のブロック塀の調査と通学路の安全確認をやっている旨の説明をいたしたところでござ

います。現在，ブロック塀の有無調査を基に，詳細につきまして，鋭意現地に入りながら調

査を行っているところでございます。もうすぐ，学校施設も含めたうえでの，鈴鹿市の箇所

数とか状況というのが発表できるのではないかと考えているところでございます。続いて１

７ページの通学路については，どういう対応をしているかというところの報告でございます

が，地震発生時の児童生徒が，自分自身の判断で身を守り，避難できるように指導の徹底を

生かすため，通学路の危険箇所点検の実施を今まさにやっているところでもございます。実

施期間としては，通学路については，非常に多いという状況もございますので，小学校につ

きましては，６月２０日から７月３１日までの間，中学校につきましては，８月１日から８

月いっぱいの期間で点検調査を行います。実施項目については，ブロック塀１ｍ以上のもの，

道路沿いの自動販売機，通学路沿いの倒壊が心配される建物でございます。点検の方法です

が, 教職員，管理者だけでは中々難しい部分もございますので，学校運営協議会の委員とか
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学校支援ボランティア等と連携して共同で点検活動をお願いをしています。各学校の通学路

入りの校区図がございますので，そこに危険箇所をしるし，私ども教育委員会事務局に提出

するといったような内容でございます。それから学校の指導として，児童生徒と危険箇所の

情報を共有し，文部科学省のマニュアル作成の手引きがございますので，地震による揺れを

感じたら，周囲の状況を十分に確認して「落ちてこない・倒れてこない・移動してこない」

場所に身を寄せる，避難する活動ができるよう，学校としても指導の徹底を行っています。

このような中で，担当課としては教育支援課になりますが，しっかりと調査結果をまとめ，

関係部局と連携しながら，今後進めていきたいと考えているところです。途中経過ではござ

いますが，大阪北部地震での対応は以上でございます。 

 

(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。 

 

(下古谷委員)わかっていればで結構なんですけども，大阪の場合ですと３ｍ５０ｃｍぐらい

あったんですね鈴鹿だとどうなんでしょう。問題になりそうなところって，やっぱりありそ

うでしょうか。 

 

(教育次長)大阪の高槻市の場合は特殊な例だと考えています。あれほど高い塀というのは，

現在の状況ですが,ございません。特に学校用の施設については，プールを目隠しするために

ブロック塀を高く上げておるということで，鈴鹿の場合は，ブロック塀でプールを隠してい

るより，金属フェンスで囲ってあるところがほとんどでございますので，標準の２ｍ２０ｃ

ｍ以上の塀は学校施設については，今のところ見つかってはございません。ただ，その裏に

控え壁があるとかですね，鉄筋の状況，あと，ひび割れの状況，そのあたりを精査させてい

ただいているところでございます。 

 

(山中委員)質問なんですが,各学校で点検がなされる，危険箇所を記して教育委員会事務局

に提出され，関係部局と連携をすると，各校小中から上がってきます。そうすると，ここが

危険だとか，色々こう，結構なものが出てくると思うんですよ。それを最終的に地図に落と

し込んで，関係部局にその情報を流すだけなのか，ほんとに危険と思われる分については，

やっぱり教育委員会としても，関係部局の職員と一緒に出向いて，再度点検や確認をするの

か。僕としてはそこまですべきではないのかなと思うんですが，いかがでしょうか。 

 

(教育次長)山中委員の仰るとおりですね，資料だけ持っていても仕方がございません。です

ので，通学路につきましては，通学路の状況によっては，特に危険な所については，一部変

更とかですね，関係の道路管理者とか交通関係者と状況に応じて立会いをしながら，ひとつ

ひとつ丁寧にやっていく必要があると，認識しております。 

 

(福嶋委員)点検方法のところで，保護者の方とか運営委員会の方とかボランティアの方とか

がされるんですけど，素人なので，そういう点検マニュアルとか何かそういうのがあるのか，

あるいは建築士さんが一人ぐらい入って，こうしたほうがいいですよ，こんなのが危険です

よって事前に何かあるのか，そのあたりはどうなんでしょう。 
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(教育次長)どういう物差しで点検したら良いかというところかと思いますが，専門的に鉄筋

が入っているか，わかるわけはございませんので，見た目でですね，まずは１ｍ以上のブロ

ック塀を見てみると。その中であと自動販売機で倒れやすいとかですね，そういったような

内容になっています。それ以外にもですね，国土交通省から色んな図面・図解の案内図みた

いなものもございますので，そういったものも，引用しながら，現場に行っていただいてい

るというところでございます。 

 

(福嶋委員)ありがとうございます。 

 

(教育長)県の教育委員会のほうから，学校施設に関しては，こういう項目で点検をしなさい

というようなものがありますので，その項目に従って調査をして，わからないところは専門

家が，鉄筋は入ってるかとかいう調査もするということです。 

 

(福嶋委員)はい。 

 

(教育長)ほかいかがでしょうか。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。｢７月教育委員会定例会の開催について｣をお願いします。 

 

(教育次長)次回，平成３０年７月の定例会でございますが，平成３０年７月１７日火曜日午

後２時からここ教育委員会室において，開催いたしたいと存じます。 

 

(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）それでは，御異議ないようですので,７月教育委員会定例会を平成３０年７月１７

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。長い間ありがとう

ございました。それではですね，最後に私から皆様に御報告することがございます。今月３

０日をもちまして，伊藤委員が教育委員会の委員を退任されることとなりました。伊藤委員

におかれましては，平成２４年１月１日に就任されて，２度の再任を経て任期満了となる今

月末まで６年と６ヶ月間，その間ですね，産業関係や福祉関係からの視点をはじめ，あるい

は，お子様，お孫様を育てられたという，そんな御経験からも様々な御助言，御指導をいた

だくとともに，教育委員会活動におきまして，大変，熱心に御活躍いただきました。教育委

員会の職を本当にもう十分に務め上げていただきました。お人柄なんですけども，朗らかで

明るくて，誰からも愛される人柄の委員でございますので，私どもとしましても，この度の

退任は，とても残念に感じておりますが，御本人の固い御意志あってとのことでございます

ので，委員のこれまでの御功労に敬意を表しますとともに，今後の御健勝と御活躍，御発展

をお祈り申し上げたいというふうに思っております。本当にありがとうございました。委員

から，最後御挨拶を頂戴したいと存じます。伊藤委員，どうぞよろしくお願いいたします。 
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(伊藤委員)すいません。先程教育長から過分な御説明をいただきました，伊藤でございます。

６年半に亘りまして，自分でも不思議なんですけど，教育のきの字も知らなかった私が，教

育委員ということで,色々勉強させていただいて，最終的に誰のためになったかって，自分の

ためになったような気がします。本当に大変楽しかったこの６年半で，本当に皆さんのおか

げで，ありがとうございました。６年半色々させてもらって，心に残ったこともあるのです

が，卒業式に告辞を読むっていうのも初めての経験でして,なりたての頃に小学校に行った

ときに，６年生ではなくって，在校生の中で，シーンとした中で，ちょっと発達に困難のあ

る子どもさんが，こう，大きな声を「わーっ」と上げられたことがありました。隣の女の子

たちがその子の手を握って，何か言葉掛けをした時に，その子が静まったっていうことがあ

り，卒業式よりもそっちに感動しまして，ああ，インクルーシブってこういうことなんだな，

というのを思ったんですね。もう一つは，どこかの小学校で髪の長い茶髪の，それもジャー

ジの上下でお父さんがおみえになって，こういう方もみえるんやな，とぼーっと見てたんで

すが，ただ御自分の子どもさんが卒業証書を貰う時に，人一倍泣いてみえたんですね。やっ

ぱり人は見掛けで判断しては駄目なんだっていうのも，本当にすごく感じました。どの親御

さんよりもその人が一番ハンカチで涙を拭いてみえたので，そうなんだって思いました。ま

た，今年３月に創徳中学で，送辞を読む生徒さん，それから答辞を読む生徒さんていうのが，

本当に上手に，詰まることなく，この３年間の思いっていうのが走馬灯のように，聞いてて

も頭に浮かぶ様な，本当に上手にその子たちが読まれていました。２，３日前に練習しなけ

ればと思って，慌てて練習して告辞を読んだ自分が，本当に恥ずかしいなと思ったんです。

でも，やっぱりあれだけの生徒が育つっていう，その力はこの鈴鹿市に十分あるんだなって

いうことを確認させていただきましたので，やっぱりここにみえる皆さんが本当に日夜努力

を重ねていただいてる結果が，ああいう子どもたちの育ちに関わっていくんだなっていうの

をすごく感じました。ただ，一つだけちょっと残念だなと思うのは，私たちが，あまり現場

の学校を見ていなかったっていうことですね。用意された授業ではなくて，本当に何か急に

ぱっと行って，授業を見せていただいて，例えば，担任の先生達の今の困り感とか，色んな

ことをフランクに話し合えるような機会がもうちょっとあれば，教育っていうものを身近に

感じられたのかなっていうのが，一つだけあります。それと，私インクルーシブ教育ってす

ごく，やっぱりお金はない，人はない中で，皆さんも今本当に苦労なされみえます。インク

ルーシブ教育でやっていくという中で，周りの子供さんも，それなりに何か手助けしながら

育つっていうのは大事なんですけど，ただ，その子たちの将来って，きっと見えてないんで

すよね。だから小学校とか中学校，義務教育の間に普通学級にいて，インクルーシブ教育に

するっていうことは，それは大事だとは思います。でも，その子達がもっと大きくなって社

会に出る時に，一体何を目標にしていけば良いのかというのは中々その義務教育中には見え

ない部分が非常に多いので，だから，そういう意味でのインクルーシブ教育っていうのは本

当に大事なんかなって，それが一つ疑問にはあります。やはりそういう子どもたちの進路も

含めて，時間を取ったりとか，人が付いたりできるような，そんな将来になってくれたら良

いかなと，今は思っております。福祉もやっておりますので，またその時が来れば，色々協

力はさせていただけると思いますので，また使っていただいたら幸いかと思います。本当に

ありがとうございました。 
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(教育長) 伊藤委員，本当にどうも長きに渡りありがとうございました。素晴らしい御挨拶

で，私たちしっかりと心に留め，これから伊藤委員の御意思を引き継いで，受け継いで，し

っかりがんばって行きたいと思います。本当にありがとうざいました。 

 

(伊藤委員)ありがとうございました。 

 

(教育長)それでは，以上をもちまして６月教育委員会定例会を終了いたします。皆様どうも

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月教育委員会定例会終了 午後３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 山中 秀志 

 


