
1 

平成３０年９月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成３０年９月２５日（火）午後４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（下古谷博司，福嶋礼子，山中秀志，吉澤時子） 

 

４ 議場に出席した職員 

教育次長（白塚山隆彦），参事兼教育指導課長（山田純生），教育政策課長（竹下直

哉），学校教育課長（梅本秀明），教育支援課長（神原由明），文化財課長（新田剛），

図書館長（渥美裕子），書記（鈴木明），書記（松本春奈），書記（川村浩司） 

 

５ 議事 

（１）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） 

 

６ 報告事項 

（１）学校規模適正化・適正配置に係る説明会の実施状況について   （教育政策課） 

（２）平成３１年度鈴鹿市立幼稚園専任園長任用候補者選考実施要綱について 

(学校教育課） 

（３）考古博物館「お月見ミュージアムコンサート」について       (文化財課) 

（４）大伴家持生誕１３００周年記念特別講座と特別陳列の開催について  (文化財課) 

（５）平成３０年度 大黒屋光太夫記念館 特別展の開催について     (文化財課) 

（６）「本の国のアリス×鈴鹿市立図書館」の開催について         (図書館) 

 

７ その他 

（１）１０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，こんにちは。定刻となりましたので，ただ今から平成３０年９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，山中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。議案第１８８０号「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」をお諮りし

ます。 

 

（書 記）議案を朗読 
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（教育次長）提案理由でございますが，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を改正するについて，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。 

 

（学校教育課長）それでは，私からは，「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」について御説明申し上げます。本要

綱は，学校教育法の規定に基づき，経済的理由によって就学困難と認められる学齢児

童及び生徒の保護者に対し，必要な援助を行うことを定めたものでございます。今回

の要綱の一部改正は，新入学児童生徒学用品費の入学前支給を行うための手続き及び

それに係る申請書の様式を改正するものでございます。新旧対照表として６ページを

御覧ください。まず，今まで就学援助費は，学校長を通じて手続きを行っていました

が，新入学児童生徒については，まだ在籍をしていないため，学校長からの提出が不

可能であるということから，教育委員会に申請書を直接提出していただくよう新入学

児童生徒学用品費入学前支給申請書の様式を追加するものです。３ページにその申請

書を添付させていただきました。さらに，それに伴い，就学援助審査結果通知書につ

いて学校長を通じてだけでなく，教育委員会からも通知できるよう要綱を改正するも

のです。今回の支給は，３月時点認定者の新中学１年生，つまり，小学６年生を対象

に３月中旬に支給を行い，新小学１年生に関しては，５月末の支給としておりました。

来年度からは，小･中ともに３月中旬の支給を行うため，学校での混乱や間違い等を防

ぐことを念頭に置きながら，支給方法の改善を行い，要綱の改正を行うものです。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）対象者の方たちにとって便利になることであれば，賛成します。現在，支給

対象になる方々は，どのくらいの人数で，傾向としては増加か，減少しつつあるのか

教えていただけますでしょうか。 

 

（学校教育課長）対象者は，今までより若干の増加があります。その前に今回小学校と中

学校の入学準備金についての人数を報告します。小学校では，１７４人に５月に入学

準備金を支給しました。中学校では，２４５人に支給しました。今年度の人数につい

て，小学校，中学校合わせた全体の数として就学援助では平成２９年度の人数で２，

２２８名でございます。 

 

（福嶋委員）資料の４ページの申請書を見ると，申請の理由というのがありまして，生活

保護や児童扶養手当，収入が少ないなどの項目がありまして，この中でどれに該当す

る方が多いのでしょうか。傾向だけで結構です。 

 

（学校教育課長）やはり所得が少ないということで対象になる方が多いです。 
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（山中委員）小学校に入学する前の手続きとしては，いつぐらいから始めることになるの

でしょうか。今だと学校を通して５月支給ですが，もっと早い段階から手続きに入ら

ないといけないということですが，そのあたりを教えてください。 

 

（学校教育課長）ちょうど９月，１０月が就学時健康診断の時期です。その時に，各就学

時健康診断を受ける方を対象に案内文書を渡すことになります。それを提出いただき，

本年度は１２月には把握させていただきます。中学校につきましては，小学校６年生

でだいたい就学援助の対象者がわかりますので，その全員に１月頃には案内文書を送

付いたします。 

 

（山中委員）就学時健診の時に案内文書を渡すのだと，漏れる方がみえると思いますが，

そうするとあとで提出されたり，手続きが遅れたりすることが考えられますが，そう

いった場合でも準備金は支給されるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）小学校，中学校ともに４月支給を限度としておりますので，４月に転入

してこられた場合，手続きが４月末までに間に合えば支給させていただきます。 

 

（下古谷委員）最近高等教育の無償化などの話がある中で，２ページの資料の中に「鈴鹿

市立小学校及び中学校」とありますが，私立の中学校などに進学する子たちは対象外

となるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）対象外となります。 

 

（下古谷委員）もう少し対象を広げても良い気がしますが。 

 

（教育長）御意見として頂戴させていただきます。ありがとうございます。 

 

（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１８８０号「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」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１８８０号を原案のとおり承認いたします。

続きまして，報告事項に移ります。「学校規模適正化・適正配置に係る説明会の実施状

況について」をお願いいたします。 

 

（教育政策課長）それでは，私からは報告事項の１番目「学校規模適正化・適正配置に係
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る説明会の実施状況について」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。６月の定例会で報告いたしました，学校規模適正化・適正配置に関する取組

として，説明会の実施を進めています。表にありますように，学校運営協議会の場を

中心に説明会を実施いたしました。学校運営協議会以外の場としては，創徳中学校の

学校運営協議会の委員の方から要請のあった，牧田地区民生委員児童委員協議会での

説明と，児童数の増加により教室数の不足が予想される飯野小学校のＰＴＡ合同委員

会で説明を行いました。このほか，就学前の子どもを持つ保護者にとっても関心の高

い内容であるため，保護者と話をする機会の多い保育所の職員にも知識として知って

おいていただくことを目的として，子ども育成課が開催している公私保育園長会でも

説明を行い，リーフレット等の資料を配付し，各職員への共通理解をお願いしました。

説明会では，学校規模適正化の必要性と「鈴鹿市学校規模適正化・適正配置に関する

基本方針」策定までの経緯，リーフレットと２０年推計を資料として鈴鹿市の全体的

な方向性と基準や各学校の児童生徒数の今後の見込みについて説明いたしました。そ

こでいただいた主な意見や質問を２ページ以降にまとめました。（１）の行政区と学校

区の区域の違いについて，整合性がとれていないことが，これまでの自治会や子ども

会活動，民生委員児童委員の活動などを複雑にしている背景もあることから，このよ

うな御意見をいただきました。また，学校の適正規模は学級数で考えるものではあり

ますが，（３）のように，１学級当たりの適正な児童生徒数のことや，外国籍児童生徒

への配慮についての御意見御質問も多くいただきました。これからの取組としまして

は，残りの小中学校の学校運営協議会の場での説明会を順次実施いたします。また，

個別の学校への対応として，複式学級発生が見込まれる小規模校を有する，天栄中学

校区の小学校においての課題や情報の共有を目的にした住民向けの説明会等について，

検討を進めてまいりたいと考えています。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）いろいろな意見が出ているようですが，概ねやむを得ないという意見が多い

のか，反対という意見が多いのか，どのような状況でしょうか。 

 

（教育政策課長）今回の説明会については，基本的な方向性ということでお話をさせてい

ただいておりますので，その件について御意見というのはございません。ただ各学校

で自分のところのこととして考えますと，学校ができた経緯や子どもたちの通学路の

状況などから，なかなかひとつになることは難しいなどという御意見を頂戴しており

ます。それよりも学校区と行政区域が違っているので，例えば学校を通じて案内をす

る場合に，この地区のイベントの案内となると，関係のない子どもたちも出てきてし

まうということに困っているなどの話があります。ただ，天栄中学校区については，

ネットワーク委員会を２回開催させていただき，そこで説明をしています。そこでは

やはり，天栄中学校区の合川小学校，天名小学校などについては危機感を持っており，

情報収集に努めていらっしゃるという状況でした。 
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（福嶋委員）では，学校によってかなり温度差があるということでしょうか。 

 

（教育政策課長）以前に２０年推計で御覧いただいたように，児童生徒数が変わらないま

まのところはまだ良いという状況で，地域としては考えていかなくてはならないとい

う認識をしていただいているような状況です。まだ大規模校のところに説明に行って

いませんので，そこの状況はまだ不明ですが，特に小規模校のところでは，まずいの

かなという認識はありつつ，どうしていくかこれから考えていかなければならないと

いう状況でした。 

 

（教育長）やはり地域によって実態が違いますので，１０年後，２０年後の子どもたちの

数を一番の課題にしながら，子どもの数が減少している地域については，切実なもの

になってきているかと思います。 

 

（下古谷委員）天栄中学校区は２回説明会を開いており，１回目が天栄中学校区ネットワ

ーク委員会で２回目が天栄中学校区拡大ネットワーク委員会となっていますが，これ

は違う組織なのでしょうか。 

 

（教育政策課長）ネットワーク委員会自体は同じですが，参加する人数が違います。各小

学校の学校運営協議会の全員が出てくるのが拡大ネットワーク委員会で，ネットワー

ク委員会のほうは，代表の方が出てこられます。概ね参加人数が倍になっています。 

 

（下古谷委員）そうすると，第１回を開いて，第１回目を聞いた人たちが興味を持って倍

くらいに増えたということではなくて，もともと参加する方が拡大ネットワークのほ

うが多かったということですね。 

 

（教育政策課長）そのとおりです。ですので，同じ説明を２回させていただいたことにな

ります。 

 

（教育長）４０校ある中で，ようやく半分で説明会を実施したというところです。 

 

（福嶋委員）各地区の歴史をひも解いていくと，設立のときに各小学校の方たちが情熱を

注いで作ってきたということが多いです。やはり地区の方たちが設立のときに持って

いた情熱などを尊重し，お話を進めて行っていただければありがたいと思います。そ

ういったことを尊重してやっていくと，みなさんに分かっていただけるのかと思いま

す。 

 

（教育長）ほかはよろしいでしょうか。それでは，まだ残り半分の学校がありますが，頑

張っていろいろな方たちに鈴鹿市としての基本的な考え方や傾向などについて，説明

周知を図って行きたいと思います。よろしくお願いいたします。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「平成３１年度 鈴
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鹿市立幼稚園専任園長任用候補者選考実施要綱について」をお願いします。 

 

（学校教育課長）それでは，私からは，報告事項の２番目「平成３１年度 鈴鹿市立幼

稚園専任園長任用候補者選考実施要綱」につきまして，御説明申し上げます。本要綱

の「１ 目的」ですが，平成３１年度鈴鹿市立幼稚園専任園長任用候補者の選考に関

し，必要な事項を定めることとしております。「２ 選考対象者」は，平成３１年３月

３１日現在において「鈴鹿市職員であること。」，「幼稚園教諭として１０年以上在職し

ていること。」，「幼稚園教諭の免許状を有すること。」，「１年以内に懲戒処分を受けて

いないこと。」の要件をすべて満たす又は満たす見込みの職員としております。「３ 選

考対象者の推薦」については，「鈴鹿市立幼稚園教諭で所属長から推薦のあった者」，

「鈴鹿市教育委員会事務局，又は鈴鹿市教育委員会の所管に属する教育機関の職員で

所属長から推薦のあった者」としています。「４ 選考方法」は，筆記試験，作文，面

接試験及び書類審査により行います。「５ 選考の結果の取扱い」ですが，選考の結果，

任用候補者と認定された者は，平成３１年度鈴鹿市立幼稚園専任園長任用候補者名簿

に登載いたします。名簿の効力は，平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日ま

での５年間としますが，教育委員会事務局勤務期間中は除きます。この要綱は，平成

３０年９月１日から施行しております。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。 

 

（山中委員）名簿の効力は５年間ということで，これまで受験されて名簿登載された方も

みえると思いますが，現在登載されている方は何名くらいいるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）現在，園長以外で名簿登載されている方は１名です。 

 

（山中委員）１人ですか。例年何名くらいの方が受験されるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）ここ数年は１人か２人という状況です。 

 

（福嶋委員）任用見込み数を勘案してとありますが，ぎりぎりの数です。事故などがあっ

た場合に大丈夫か心配になりますが，背景に何かあるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）心配なことは福嶋委員がおっしゃるとおりでして，背景には幼稚園で一

般的に園長になりうる年齢の方が少なく，園長試験を受けて名簿登載される可能性が

低いという状況が続いています。昨年度も１名受験されたのですが，近年はそのよう

な状況が続いています。 

 

（福嶋委員）先ほど年齢とおっしゃられましたが，１０年以上在職すること以外は何歳以

上ということはないのですね。 

 



7 

（学校教育課長）おっしゃられるとおり，在職１０年以上です。 

 

（福嶋委員）そうすると，もっと対象者がいないでしょうか。 

 

（学校教育課長）実際の年齢を申し上げますと，４０代の方が４人，あとは２０代，３０

代の方というのが現状です。 

 

（福嶋委員）ここに他薦とありますが，これほど対象者が少ないと自薦でも良いかと思い

ますが，いかがでしょうか。やはり推薦が必要なのでしょうか。 

 

（学校教育課長）従来から推薦があってということでさせていただいており，所属長にお

墨付きを出していただく方向でさせていただいております。 

 

（福嶋委員）対象者が少ないというのは，鈴鹿市に限ったことなのでしょうか，全国的な

ものなのでしょうか。 

 

（学校教育課長）津市にも聞いてみましたが，同じような傾向でした。やはり２０代，３

０代の方は何人かみえますが，少ないという状況のようです。 

 

（福嶋委員）それは，継続して勤務される方が少ないということでしょうか。 

 

（学校教育課長）それもあると思います。 

 

（福嶋委員）ということは，ずっと勤めていくという労働環境がなかなか整っていないと

いうことなのでしょうか。 

 

（学校教育課長）教育長も含めて私たちが幼稚園を訪問させていただくことがあります

が，勤務時間がすごく超過するということはないと認識しております。ただ，１つの

幼稚園での職員数が少ないです。保育所のように何歳児では何人の保育士でというこ

とがなく，学校と同じで１学級で１人の先生と決められると，少ない幼稚園では，１

学級であれば先生１人，園長１人，もう１人担任の３人となります。その中で，やる

気を持ってやっていただいている方がほとんどですが，少し負担があるというのもあ

るかもしれません。なかなか代わりがいないというのはあると思います。 

 

（福嶋委員）鈴鹿市の幼稚園をどうしていくかについて，マイナスのイメージで少なくし

ていこうという環境にありますので，先生方も将来に対して見通しが持ちにくいとい

うこともあるのではないでしょうか。 

 

（学校教育課長）幼保の再編が始まって以来，幼稚園の職員は幼稚園がどうなるのだろう

という気持ちを持っていらっしゃると思います。ただ，中学校区に１つは幼稚園を置
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きましょうという方針でやっていますので，今のところこれ以上減らすということは

ないですが，園児数が減っているという状況です。子どもの数も減っていますが，保

育所の方に流れており，幼稚園の先生方が先行きどうなるのだろうと思うことはある

かもしれません。 

 

（福嶋委員）幼稚園児の教育はかなり重要だということをおっしゃっているし，先生が不

安を持って教えているというのは不十分ではないでしょうか。自信を持ってこういう

教育をやっているのだと思える環境作りを是非やっていただきたいと思います。なお

かつ，園長選考に応募してくる方が増えてくるような望ましい方法を模索していただ

ければと思います。 

 

（教育長）ありがとうございます。私も幼稚園にお伺いして直接先生方とお話する機会が

あるのですが，やはり園長先生も含めてどの先生も自分のところの幼稚園の教育方針，

教育活動に対して非常に誇りを持っており，その辺りをたくさんの人たちに発信をし

ていくようなことについても，しっかり支援していかなければいけないと思っており

ます。 

 

（下古谷委員）資料４ページの「２ 選考対象者」のところで，（４）１年以内に懲戒処

分を受けていないことというのがありますが，この１年以内というのに意味はあるの

でしょうか。 

 

（学校教育課長）懲戒処分にもいろいろあり，あまりにも以前にあった懲戒処分を引きず

り，園長選考を受ける方がいなくなってもということがございまして，１年以内と以

前から決めさせていただいています。 

 

（下古谷委員）個人的には，園長になるような方であれば１年以内というのはなくても良

いのかなと思います。候補者が少ないということで，縛りすぎるのもいけないのかな

という気もします。 

 

（教育長）下古谷委員の御意見としては懲戒処分の文言をこの要綱からはずす，もしくは

園長先生になられる方ですので，懲戒処分を受けていないこととするということです

ね。 

 

（下古谷委員）そうです，期間が１年ではなくてもよいと思います。何か意味があって付

けているのだろうという気がしますが。 

 

（教育次長）今回，報告事項ではありますが，下古谷委員からおっしゃっていただいた１

年以内という期限については，今後，教育委員会事務局内で考えさせていただくとい

うことで，本日については１年以内ということでお願いしたいと思います。教職員と

いうものは懲戒処分を受けていないことというのが大前提であるという考えに変わり
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はございません。今後，そういったところを前向きに検討させていただきたいと考え

ております。 

 

（教育長）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３番目の「考古博物館お月見ミュージアムコンサートについ

て」から報告事項５番目の「平成３０年度 大黒屋光太夫記念館特別展の開催につい

て」までは担当課が同じですので，一括してお願いします。 

 

（文化財課長）それでは，私からは報告事項の３番目，考古博物館「お月見ミュージアム

コンサート」と報告事項の４番目「大伴家持生誕１３００周年記念特別講座と特別陳

列の開催について」，同じく報告事項の５番目「平成３０年度 大黒屋光太夫記念館 

特別展の開催について」をまとめて御説明申し上げます。資料５ページ，６ページを

御覧ください。報告事項の３番目の「お月見ミュージアムコンサート」は，平成３０

年９月２９日（土）午後６時から考古博物館玄関前広場をメイン会場に，開催いたし

ます。手作り万灯によりライトアップした幻想的な雰囲気の中，秋の夜長に溶け込む

ような心地よい演奏を，市民の皆様に楽しんでいただいています。演奏一組目は，ル

ピナスでございます。ルピナスは，フルートの青佳奈子さん，岩崎佳代さん，ピアノ

の段上愛子さんの３名で構成され，三重県を中心に活動されているグループです。二

組目の演奏者は，アンサンブル ブランシュです。アンサンブル ブランシュはバイオ

リンの船越さくらさん，サクソフォンの千原園子さん，ピアノの藤山千晶さんの３名

で構成されるグループで，様々なジャンルの楽曲を楽しんでいただく予定です。また，

当日の関連行事といたしまして，鈴鹿市考古博物館サポート会と国分町ボランティア

隊の協力をいただき，会場周辺での万灯によるライトアップに加え，午後６時から午

後８時までは，天体望遠鏡で秋の星空を観察する天体観望会を開催いたします。午後

５時から午後８時までは博物館進入路付近におきまして，地元の特産品や，綿菓子，

和菓子などを販売する夕方市を開催いたします。さらに，館内では，博物館開館２０

周年記念特別展「三重のはにわ大集合！」を午後５時から午後７時３０分まで無料開

放いたします。続きまして報告事項４番目，大伴家持生誕１３００周年記念特別講座

と特別陳列の開催について，御説明申し上げます。７ページ，８ページを御覧くださ

い。平成３０年１０月６日（土）から２１日（日）まで考古博物館では，伊勢国司で

あった大伴家持が見たであろう伊勢国府跡出土の瓦の展示を行い，同時に，佐佐木信

綱記念館では，関連歌碑の写真等を展示します。さらに，１０月８日（月・祝）の１

３時３０分から考古博物館において，亀山市歴史博物館の学芸員の中川由莉さんをお

招きして，「大伴家持と伊勢国－歌人そして国守として－」と題して特別講座を開催い

たします。大伴家持と伊勢国との関わりについて，詳しくお話しいただく予定です。

続きまして，報告事項５番目，平成３０年度 大黒屋光太夫記念館 特別展の開催に

ついて，御説明申し上げます。資料の１０ページ，１１ページと，チラシを御覧くだ

さい。平成３０年１０月１８日（木）から１２月２４日（月・祝）まで，大黒屋光太

夫記念館にて，「第１２回特別展 亀井高孝 光太夫を見つけた歴史学者」を開催いた

します。故・亀井高孝先生は，明治から昭和にかけての歴史学者・教育者で幕府の官
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医であった桂川甫周が大黒屋光太夫からの聞き取りをもとにまとめた北槎聞略を一般

の人々に広く紹介したことで知られます。大黒屋光太夫を愛し，半世紀以上にわたっ

て研究を続け大黒屋光太夫研究に大きな業績を残されました。今回の特別展は，亀井

高孝先生の御遺族から先生が所蔵されていた資料の御寄贈を受けたことをきっかけに

開催する特別展です。新収蔵資料とともに亀井高孝の人物と業績を紹介します。以上

で文化財課の報告とさせていただきます。 

 

（教育長）３件まとめて報告いただきましたが，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）お月見ミュージアムコンサートは私も数回お邪魔させていただいたことが

あり，サポートされている方が細やかにお世話をしてくださって，とても気持ちが良

いです。お月様がたまに見えない時もありますが，望遠鏡で月を見るというのもなか

なか良いなと思いました。 

 

（教育長）場所も雰囲気が良いところです。 

 

（福嶋委員）特に今回は亀井高孝さんという藤堂家の子孫ということで，すごいなと思い

ます。楽しみにしています。 

 

（教育長）文化的なことがたくさん開催されるということは，とてもうれしく思います。 

 

（山中委員）大黒屋光太夫というと映画化もされ，鈴鹿市にとってはすごく大切な宝だと

思います。ほかにもジョン万次郎などいろいろ出てきます。大黒屋光太夫は本当にす

ごい人だなと思いますので，今回このような方がみえて特別展ということで，もっと

大々的にいろいろな媒体で広く周知しても良いのではないのかなと思います。もしで

きるのであれば，やっていただきたいと思います。 

 

（教育長）広報としてはどのようなことをされるのでしょうか。 

 

（文化財課長）マスコミ関連の方には，定例記者会見で亀井高孝さんの特別展について御

案内させていただく予定です。また，広報すずかや鈴鹿市のホームページで御案内を

させていただく予定です。 

 

（教育長）ありがとうございます。ほかには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，次の報告事項に移ります。報告事項６番目の「本の国のアリス×鈴

鹿市立図書館の開催について」をお願いします。 

 

（図書館長）それでは，私からは報告事項の６番目「本の国のアリス×鈴鹿市立図書館」

につきまして，説明申し上げます。１１ページを御覧ください。このイベントは，平
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成２８年度から実施しており，若年層を対象にした鈴鹿市立図書館オリジナルの体験

型謎解きゲームでございます。開催日時は，１１月２３日（金・祝）の１５時から１

７時までと，翌２４日（土）の１８時３０分から２０時３０分までの２日間とします。

２３日は休館日，２４日は閉館後に開催しますので，当日，図書館は，イベント参加

者だけでの利用となります。イベントの内容は，図書館に閉じ込められたという設定

で，９０分の制限時間内で図書館内に設置した謎を全て解き明かし，ゲームクリアを

目指していただくものです。図書館に関する謎を出題し，謎を解くためのヒントや，

仕掛けを図書館全体に散りばめ，館内をくまなく探索していただくことで楽しみなが

ら図書館の活用方法を学び，理解・関心を持ってもらうことを期待するものです。参

加対象者は開催当初から要望のある小学生以上とし，募集人数は，各５０人といたし

ます。参加者には同じ謎を解いていただきますが，難易度を高校生程度とし，時間を

くぎってヒントを発信していきます。申込方法は，１１月５日（月）までにメール，

又は往復はがきのいずれかで受け付け，申込み多数の場合は抽選を行います。別紙の

チラシはイベント予告用として使用しているものですが，順次ポスターも作成し，７

月から始めましたフェイスブックやツイッターも活用し，中高生をはじめ市民の皆様

に広く周知して参加を呼びかける予定です。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）たくさん本が並んでいる中で謎解きをしながらまわるというのは，わくわく

すると思います。この謎の難易度が高校生以上というのは，対象が小学生以上なのに

どうなのでしょうか。 

 

（図書館長）難しかったというアンケート結果もあるのですが，小学生の方は保護者の方

が参加いただけますので，保護者の方が一生懸命頭をひねって，子どもと一緒にああ

でもない，こうでもないと家族みんなで考えて解けたという達成感もあると思います

ので，高校生以上の難易度としています。 

 

（福嶋委員）図書館の２階も使うのでしょうか。 

 

（図書館長）１階も２階も使用します。 

 

（教育長）これで２年目になるのでしょうか。 

 

（図書館長）これで３年目になります。 

 

（福嶋委員）以前はテーマにかけるがついていなかったでしょうか。 

 

（図書館長）昨年度のテーマは鏡の国のアリスで，かけるがついています。 
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（教育長）ほかは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。｢１０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１０月定例会でございますが，平成３０年１０月２２日月曜

日午後４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,１０月教育委員会定例会を平成３０年１０月２２日 

月曜日午後４時から教育委員会室にて開催することにいたします。それでは，これを

もちまして平成３０年９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。 

 

 

 

９月教育委員会定例会終了 午後４時４６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 

 


