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平成３０年１１月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成３０年１１月１６日（金）午後２時４０分から 

 

２ 場所 鈴鹿市立愛宕小学校 多目的室 

 

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），参事兼教育総務課長（山

本浩），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），地域協働課長（伊與田美彦），文化振興課長（近藤眞智子），図書館長（渥美

裕子），子ども政策課総務Ｇ副主幹（益川真也），書記（鈴木明），書記（川村浩司） 

 

５ 議事 

（１）平成３０年度鈴鹿市教育費第２号補正予算案について       （関係各課） 

（２）平成３０年度鈴鹿市教育費第３号補正予算案について       (教育総務課） 

 

６ 報告事項 

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

（２）「図書館碁会所～伊田篤史八段を迎えて」の開催について             （図書館） 

（３）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）１２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 ４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３０年１１月教育

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

ます。なお，本日は小学校での出張開催でございます。愛宕小学校の校長先生を始め，

教職員の方々におかれてましは，御協力ありがとうございます。また，学校運営協議

会，ＰＴＡの関係者の方々におかれましては，お忙しいところ，傍聴いただきありが

とうございます。どうぞ，よろしくお願いいたします。 

 

（教育長）それでは，議事に入ります。議案第１８８３号「平成３０年度鈴鹿市教育費第

２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 
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（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３０年度鈴鹿市教育費

第２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，議案第１８８３号「平成３０年度鈴鹿市教育費第２号

補正予算案について」まず，私から教育費全体の補正予算案について一括して説明申

し上げ，その後，各課所管分について教育総務課，学校教育課，教育支援課，地域協

働課，子ども政策課の順に各課から説明申し上げます。議案書の２ページを御覧くだ

さい。まず，「１ 教育費補正額」でございますが，補正前の額は，４５億４，４８２

万１千円でございます。今回の補正額は，１億６，４５６万３千円の増額補正をお願

いするものでございまして，補正後の額は，４７億９３８万４千円となります。次に，

補正額１億６，４５６万３千円の財源内訳でございますが，国・県支出金が３，７８

４万５千円の増額，地方債が８，３９０万円の増額，一般財源が４，２８１万８千円

の増額でございます。教育費全体の補正予算案についての説明は以上でございます。

次に，教育総務課分の内訳を説明申し上げます。まず，「２ 教育費補正額内訳」につ

いて，説明いたします。項 小学校費，目 学校管理費の「施設管理費／維持修繕費」

８３０万円と項 中学校費，目 学校管理費の「施設管理費／維持修繕費」４７０万円

の増額でございますが，補正理由といたしましては，本年７月の台風１２号と９月の

台風２１号により被害を受けました，小学校１８校と中学校８校の施設の修繕費や倒

木の処理に掛かる経費を計上するものでございます。なお，財源は，全額一般財源で

ございます。次に，項 小学校費，目 学校建設費の「教育施設環境整備費／普通教室

等空調設備整備費」８，２４２万５千円と，項 中学校費，目 学校建設費の「教育施

設環境整備費／普通教室等 空調設備整備費」１，７５７万５千円でございます。これ

らの事業は，文部科学省による今年度限りの交付金制度「ブロック塀・冷房設備対応

臨時特別交付金」が創設されましたのを受け，設置後２０年以上経過したことに起因

すると考えられる故障，いわゆる老朽化による故障が多数発生している空調設備の更

新を，小学校２６校，中学校６校の保健室と小学校２０校，中学校５校の特別支援教

室において計画するものでございます。なお，財源は，交付金と地方債と一般財源で

ございます。次に，項 保健体育費，目 学校給食センター費の「管理運営費/光熱水費」

６００万円の増額について御説明申し上げます。こちらは，小学校向けに学校給食を

提供する鈴鹿市学校給食センターの光熱水費の増額補正でございます。補正理由でご

ざいますが，今年度，電気，ガス料金につきましては円安や原油高の影響により，燃

料調整費等が上昇しており，今後の需要予測から不足が生じること。また，稼働後１

０年が経過し，調理設備等の経年劣化から，様々な不具合が生じてきており，高熱水

費からの流用により対応を行なっております。これは，安全安心な給食の提供が日々

の使命となる施設特有の性格上，補正予算措置を待っての修繕は困難であることから

予算額の大きい，光熱水費から流用して，直ちに修繕対応したものであります。続き

まして，「３ 繰越明許費補正」について説明いたします。こちらは，先程の小中学校
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の空調設備の更新にあたる教育施設環境整備費全額を繰り越すものです。これは，交

付金の交付決定日が未定であることに加えて，実施設計に時間を要することから，設

計費と工事費の全額を繰り越すものでございます。最後に「４ 地方債補正」につい

て説明いたします。こちらも，空調設備の更新にかかる地方債の補正で，「小学校施設

整備事業」で５，５６０万円，「中学校施設整備事業」で１，１８０万円，教育総務課

分としまして，合計６，７４０万円を計上いたします。教育総務課所管分の補正予算

案の説明は以上でございます。 

 

（学校教育課長）それでは，学校教育課分の補正について，説明させていただきます。項 

小学校費，目 学校管理費のうちの光熱水費１，１７０万円，及び項 中学校費，目 学

校管理費のうちの光熱水費２３０万円，合わせて１，４００万円の増額補正を行うも

のでございます。この中で特に電気代につきましては小学校，中学校の普通教室，特

別教室の空調設備の設置によりまして，電気の使用料が増加したことが要因でござい

ます。さらに，この夏の猛暑もございまして電気代だけではなく，プールなどの水道

の使用量の増加も原因となっており，また，下半期の冬季における暖房使用を考慮し

たところ，不足が生じるために補正を行うものでございます。学校教育課分の補正に

ついては以上でございます。 

 

（教育支援課長）教育支援課分の補正について，説明させていただきます。項 社会教育

費，目 社会教育総務費の「人権教育センター／管理運営費」６８０万円増額は，一ノ

宮教育集会所，玉垣教育集会所の屋上防水シートの修繕工事に係る経費を計上するも

のです。９月４日に上陸しました台風２１号の強風により二つの施設の屋上防水シー

トがはがれたり，破損したシートが落下したりするという被害がございました。各施

設の修繕工事の見積りにつきましては，一ノ宮教育集会所が４６０万円，玉垣教育集

会所が２２０万円の合計６８０万円でございます。 

 

（地域協働課長）それでは，私からは地域協働課所管分につきまして，御説明申し上げま

す。「３ 繰越明許費補正（追加）」の４つ目，項 社会教育費の公民館施設整備事業費

２，０００万円についてでございます。今年度に，深伊沢公民館のトイレの改修を計

画しており，２度にわたり入札を実施いたしましたが，応札者が無く，改めて入札を

した場合でも工期の関係から年度内の事業完了が見込めないため，来年度への繰越を

計上させていただくものでございます。よろしくお願いいたします。 

 

（子ども政策課総務Ｇ副主幹）続きまして，子ども政策課所管分でございます。まず，教

育費補正額内訳でございますが，項 幼稚園費，目 幼稚園費の「教育施設環境整備費

／空調設備整備費」２，４７６万３千円を増額しようとするものでございます。現在，

市立の幼稚園では，ほとんどの保育室に空調機が設置されていない状況でございます

が，この夏の暑さを踏まえ，来年度保育室としての使用を予定しています公立幼稚園

９園の保育室２１室に新たに空調機を設置するほか，１園の職員室の空調機を更新す

るための費用として，設計委託費及び設置工事費を計上したものでございます。この
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事業については，教育総務課所管分の説明でもありました，今年度に限って交付され

ますブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金の制度を利用して実施する予定でござ

いまして，来年の夏までの事業の完了を目指し，今年度中に設計業務を終え，平成３

１年度に設置工事を行う予定でございます。このため，繰越明許費補正に記載の幼稚

園費２，１３３万円を平成３１年度に繰り越そうとするものでございます。次に，地

方債補正でございますが，幼稚園施設整備事業を目的に，１，６５０万円を限度額と

して借入れを行おうとするものでございます。子ども政策課所管分の説明については，

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）先ほど公民館の件で，入札の応札者がなかったということですが，これはど

ういう理由でなかったのでしょうか。 

 

（地域協働課長）秋に入札を実施したのですが，やはり台風の影響で業者がかなり民間へ

流れたことがあり，時期的なことが重なりました。再度入札を実施したのですが，や

はり事情が変わらずにできれば年が明けてからの方がという話もあり，今回繰越をさ

せていただくものです。やはり台風での影響が大きかったということです。 

 

（福嶋委員）予定価格の設定自体が低かったということではなくて，あくまでも人員が足

らなかったということでしょうか。 

 

（地域協働課長）確かに一つは既存のトイレを改修するという部分がございまして，新た

に作るよりは手間もいることもあるかと思いますので，金額的なことは確かではない

ですが手間を要する工事に間違いはないです。そういった部分が敬遠された原因かも

しれません。 

 

（福嶋委員）公民館ということなので，なるべく早く整備されればいいなと思うので，そ

ういう意味も含めて，次の入札時にお願いできればと思います。 

 

（吉澤委員）「４ 地方債補正」のところで，証書借入をした場合に年利５．０%以内とい

うのを見直したあと借りるということになっていますが，一般では最高の２５年を借

りたとしても年利５％というのはとても高い年利だと思うのですけれども，見直され

て半分以下になるのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）一般的に地方債の起債については，国の方からも起債の方法につ

いて指示がありまして，５％以内ということで全ての予算についてこのような形でさ

せて頂いています。 

 

（吉澤委員）私たちが一般に借りる時には２．５％でも高いかなと思い交渉しますので，



5 

ここはしっかり見直された方が良いかなと思います。 

 

（教育長）ありがとうございました。 

 

（福嶋委員）地方債と一般の財源を使うというバランスは，どのように計算されていらっ

しゃるのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）起債に充てられる率については，一定の考え方が示されており，

それに基づいて何割ということにしております。 

 

（福嶋委員）それは市の財政の考え方というか，それを基礎にしてやっているということ

なのですね。 

 

（参事兼教育総務課長）そうですね，当初予算・補正予算共に予算を組む時にはそういっ

たところも含めて，全体を通して行なっております。 

 

（山中委員）台風被害とか突発的なもので補正が組まれるというのは当然のことかと思わ

れますが，この学校管理費の中の光熱水費について，空調等で電気の使用量が増加を

してきたということですが，全校に置かれた空調機で増加すると読みがあったと思い

ます。来年度について当然のことながら同じぐらいの量が必要になってくるわけで，

教育委員会として来年度の予算組みがされていると思うのですけれども，その辺りの

見通しはいかがなのでしょうか。 

 

（学校教育課長）今，御指摘いただきました通り，この夏の空調費用のどれぐらいがアッ

プするのかというのは，予算を組むときに分からない部分がございました。今年度も

ある程度試算したのですが，一点大きな原因がありまして，６月の初めからフル回転

で空調を使わせていただいたということがあり，こちらの方の読みも甘かったという

ことがございました。来年度に向けましては，今年度補正で要求したことも踏まえて

予算要求してまいります。 

 

（山中委員）教育委員会の場合，昔は１７時になると一斉に空調が切れて寒い中で仕事

をした覚えがあります。学校にもそういうことを要望されていきますでしょうか。 

 

（学校教育課長）私も経験がございますので，今おっしゃられたことは胸が痛い思いで

す。空調の運用指針を作ってございまして，児童生徒が学校にいる間，授業をしてい

る間というのが原則となっております。そのあとにつきましては，職員室は別ですが，

理由がない限りは教室・特別教室等は使わない，というような指針がございますので，

そのようにこれからも指導をしていくつもりでございます。 

 

（福嶋委員）これで一応保健室と特別教室に空調が入るいうことになりますので，学校
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関連の施設には全部入るということになるのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）今回，教育総務課があげている工事の部分でお答えさせていた

だきますと，基本的には２８年度，２９年度で導入したところは，あくまで空調が入

っていなかった普通教室などが遅れておりましたので，そちらを平成２８年度，２９

年度で環境省の補助メニューで入れさせていただきました。ただ，それまで入ってい

た保健室やそういったところが２０年以上経過し，実際修繕の時期になっていますの

で，機器の故障や場合によっては部品が調達できずに更新する時期にきておりました。

そして，今年の猛暑をうけて国の方から今年度限りで特別な交付金制度ができまして，

基本的には普通教室を優先すると書いてありますが，更新についても使えるというこ

とになっておりましたので，教育総務課分について今回あげさせていただいたのは，

ないところではなく，あるところの老朽化対策，更新としてあげさせていただきまし

た。 

 

（福嶋委員）そうすると教室も含めて保健室などあらゆる空間，人がいるところには入

っているということで解釈してよろしいのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）基本的に子供達が学習する場であるとか，職員室，校長室とい

うところには入っています。ただ更衣室だとか入っていないところもあります。学習

系の場合は全てこれで入ったということになります。 

 

（下古谷委員）今，説明していただいたところの小学校費の学校建設費８２，４２５千

円，中学校の場合も同じく１７，５７５千円について，これは文科省から補助金が頂

けるというのが決定しているのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）ちょうど国会の方でも審議が終了するところなのですが、国の

補正額にも限りがあります。実際，この制度を幼稚園もそうですが，活用したいとい

うことで各市町があげてまいります。今後，県に対して配分が決まりまして，それに

対して，また市町の方で対応できるもの，できないものがあり，申請をすれば必ず更

新，もしくは新規の設置費用がつくという制度ではございません。 

 

（下古谷委員）万が一この予算がつかなかった時は，計画自体が翌年度に持ち越し，あ

るいはほかの予算で補うというような計画がございますでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）この夏も含めてですが，古いものを市の独自の予算で更新して

いますので，本制度が使えなかった場合，繰り越せるのではなく，あくまで採択され

たあとに，例えば１２月１月以降に採択されて年度内に終えることができませんので，

補正予算がついた上で持ち越すことはできますが，つかなかったものについて来年度

はこの制度がはっきりないということが謳われていますので，市独自で更新を計画的

に進めていくということになります。 
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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，お諮り

します。 

 

（教育長）議案第１８８３号「平成３０年度鈴鹿市教育費第２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１８８３号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）次に議案第１８８４号「平成３０年度鈴鹿市教育費第３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３０年度鈴鹿市教育

費第３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，議案第１８８４号「平成３０年度鈴鹿市教育費第３

号補正予算案について」を説明申し上げます。この度の第３号補正予算案につきまし

ては，全て人件費でございます。これは，国及び他の地方公共団体において地方公務

員法に基づく，均衡が失われないようにすべきとの考えから，本市におきましても，

国家公務員の給与改定に準拠いたしまして，所要の改正を行おうとするものでござい

ます。主な改正内容でございますが，まず，期末勤勉手当について，一般職員は，１

２月期の勤勉手当の支給割合を１００分の９０から１００分の９５に改定すること

により，また，特定管理職員については，１２月期の勤勉手当の支給割合を１００分

の１１０から１００分の１１５に改定することにより，勤勉手当の年間支給割合をそ

れぞれ１００分の５引き上げようとするものでございます。再任用職員については，

１２月期の勤勉手当の支給割合を１００分の４２．５から１００分の４７．５に改定

することにより，また，再任用職員の特定管理職員については，１２月期の勤勉手当

の支給割合を１００分の５２．５から１００分の５７．５に改定することにより，勤

勉手当の年間支給割合をそれぞれ１００分の５引き上げようとするものでございま

す。次に，給料についての主な改正でございますが，一般職員の行政職給料表におき

まして，４００円から１，５００円までの範囲で引き上げようとするものでございま

す。それでは，議案書の４ページを御覧ください。「１ 教育費補正額」でございま

すが，補正前の額は，先ほど２号補正予算案を承認いただきましたことから，これを
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反映した，４７億９３８万４千円でございます。今回の補正額は，５４６万２千円の

増額補正をしようとするものでございまして，補正後の額は，４７億１，４８４万６

千円となります。なお，補正額５４６万２千円の財源内訳につきましては，全額，一

般財源でございます。次に，「２ 教育費補正額内訳」について，説明いたします。項 

教育総務費，目 事務局費では，教育総務課，教育政策課，学校教育課及び教育指導

課職員の人件費として，１１４万２千円を，項 小学校費，目 学校管理費では，小学

校の用務員及び給食調理員の人件費として，１３６万４千円を，項 中学校費，目 学

校管理費では，中学校の用務員の人件費として，５万４千円を，項 幼稚園費，目 幼

稚園費では，幼稚園教諭等の人件費として，１２１万９千円を，項 社会教育費，目 

社会教育総務費では，教育支援課，文化振興課生涯学習グループ及び文化財課考古博

物館職員の人件費として，７２万２千円を，項 社会教育費，目 図書館費では，図書

館職員の人件費として，２７万２千円を，項 保健体育費，目 保健体育総務費では，

教育総務課給食グループ職員等の人件費として，２１万６千円を，項 保健体育費，

目 学校給食センター費では，学校給食センター職員の人件費として，４７万３千円

を，それぞれ，制度改定に伴う職員給与費として増額しようとするものでございます。

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。 

 

（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。 

 

（教育長）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１８８４号「平成３０年度鈴鹿市教育費第３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１８８４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。報告事項１番目の「平成３１年成人式に

ついて」をお願いいたします。 

 

（文化振興課長）それでは，私からは報告事項の１番目「平成３１年鈴鹿市成人式」に

つきまして，御説明申し上げます。１ページを御覧ください。まず開催日時でござい

ますが，平成３１年１月１３日（日）１２時開場，午後１時に式典を開始し，２時１

５分に終了予定でございます。場所は，昨年同様，鈴鹿市民会館ホールを会場として

開催させていただきます。次に対象者でございますが，１０月３１日現在で，男性１，

１３１人，女性１，１２４人の合計２，２５５人でございます。なお，例年の参加者

数は，対象者の約６割弱程度でございまして，約１，３００名の参加者を見込んでお

りますが，市民会館ホールの固定席は１，２７５人でございますので，サブ会場とし

て，市民会館２階の展示室に１２０人ほどの席を用意いたしております。内容につき
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ましては，記載の通りでございますが，中学校時代の恩師からのビデオレターは，成

人式実行委員会のメンバーが学校へ足を運び，撮影してきたものです。新成人への周

知につきましては，例年通り，個人への案内通知は行っておりませんが，既に広報す

ずかや，ホームページで，日時・場所等の概要は周知させていただいております。さ

らに，公共施設や商業施設などでのポスター掲示や，１２月には，再度，広報すずか・

ホームページなどで詳細を周知させていただく予定でございます。続いて２ページを

御覧ください。出席の御案内をさせていただく来賓の方々でございます。また，平成

３１年成人式にあたって，成人式実行委員７名で決めたテーマは，「ありがとう～平

成からの旅立ち～」でございまして，平成最後の成人式を機に，今まで関わりをもっ

た全ての人に感謝し，新たな時代を生き抜く決意をテーマに込めております。自分た

ちの成人式が，思い出に残るすばらしい式典となるよう５月から今月まで，７回の実

行委員会を重ねてきております。私ども，文化振興課としましても，実行委員の思い

が実現できるよう連携をとって，本番当日まで支援してまいります。なお，教育委員

の皆様には，是非，御臨席賜り，新成人の門出をお祝いいただきますようお願いを申

し上げます。 

 

（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）例年いつも思うのが，席を埋めるというのがなかなかできていないという

のが課題かなと思っております。いつも実行委員会さんが熱心にやっていただいてい

て，それはそれでいいなと思っているのですが，実行委員の方々は毎年新しい方がな

っているので，前年の弱点やこんなことがあったよということがなかなか伝わらない

ことがあるかもしれませんので，色々なメンバーで側面から応援をし，アドバイスを

してあげて，是非席がたくさん埋まるように努力していただきたいと思います。 

 

（文化振興課長）ありがとうございます。心がけてい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）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，次の報

告事項に移ります。報告事項２番目の「「図書館碁会所～伊田篤史八段を迎えて」の

開催について」と報告事項３番目の「鈴鹿市立図書館における冬季イベントについて」

は担当課が同じですので，一括してお願いします。 

 

（図書館長）それでは，私からは報告事項の２番目，「図書館碁会所～伊田篤史八段を迎

えて」の開催についてと，３番目「鈴鹿市立図書館における冬季イベント」について

説明申し上げます。３ページから４ページを御覧ください。「図書館碁会所～伊田篤

史八段を迎えて」の開催は，シティセールスの推進と，図書館から様々な情報を発信

し，図書館の更なるイメージアップを図ることを目的としております。開催日時は，

平成３１年１月２０日（日）の１３時３０分から１５時３０分までとしております。

イベントの内容は，３部構成で，１部が市長を交えての対談，２部が指導碁対局とし
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て，当日希望者の中から５名を抽選し，大使との対局に挑んでいただきます。最後３

部は詰碁に挑戦として，参加者に大使に考えていただいた詰碁の問題に挑戦していた

だきます。大使には，答えあわせを含めた解説と，上位正解者への記念品授与を予定

しております。続きまして，「鈴鹿市立図書館における冬季イベント」について，説

明申し上げます。５ページから７ページを御覧ください。「冬の映画会」を図書館本

館で，１２月１６日（日）と，１７日（月）のどちらも，１３時３０分から無料で開

催いたします。夏のイベントでは，幼児，児童を対象にした内容で開催いたしました

が，冬季は中高生，一般向けの内容にし，１６日は「リアル～完全なる首長竜の日～」，

１７日は「ツバキ文具店①鎌倉代書屋物語」を上映して，映画会をきっかけとした利

用者拡大を図ります。江島分館では，毎月１０時から開催しております子どもシアタ

ーを午後からも開催することとし，２階のギャラリーにおいてアニメーション映画の

上映を行います。次に，「第２回 Suzuka POPコンテスト」は昨年に続き実施するもの

で，１２月５日（水）から１月３１日（水）までの間，本館において本を紹介する手

作りＰＯＰの募集を行います。応募対象者は小学生以上とし，応募作品を小学生・テ

ィーンズ・一般の３部門に分けて大賞作品の審査を行い，賞品の授与を予定しており

ます。また，応募作品は返却せず図書館内に展示し，本の紹介資料として利用させて

いただきます。各イベントの周知方法は，広報すずか１２月５日号，図書館ホームペ

ージなどで行います。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。 

 

（下古谷委員）冬の映画会について，リアルとツバキ文具店は各日５０人ということに

なっているのですが，大体こういうイベントではほぼ満席になるのでしょうか。 

 

（図書館長）昨年実施した冬の映画会では，なかなか上映権付きのＤＶＤの発売があり

ませんので，ＮＨＫのプロジェクトＸというのを上映しましたところ，２０から３０

名の参加者がみえました。今年度は市立図書館にある本の中から選んだＤＶＤを上映

しますので，もう少しＰＲして，足を運んでいただければなと思います。 

 

（下古谷委員）リアルやツバキ文具店というテーマを選ばれたというのは，何か根拠が

あるのでしょうか。 

 

（図書館長）図書館に所蔵のある原作を厳選した結果，数少ないＤＶＤの中から作品を

選択しました。 

 

（福嶋委員）ツバキ文具店鎌倉代書屋物語というのは見たことがあるのですが，内容は

魅力的な良い感じのものでしたので，良いと思います。あと囲碁の会ですが，これは

初めてで面白い企画だなと思いますので，なぜ図書館かなという部分もありますが，

鈴鹿の場合は北村という上段者の方も過去にいらっしゃって，きっと囲碁の層が厚い

と思います。鈴鹿囲碁クラブなどあるので，そういう面でもアピールされているでし
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ょうか。 

 

（図書館長）以前は神戸にも碁会所のようなところがあったようです。今，市内には碁

会所がなくて，津と四日市にあるそうです。各公民館では囲碁講座を持っているとこ

ろがあるのですが，好きな人たちが集まってきた同好会的なサークルになっているよ

うで，指導者を招いてのものにはなってないようです。なぜ図書館かというところも

あると思いますけれども，シティセールスで図書館自らが手を上げて，色々なことを

して図書館をＰＲしていこうというもので，図書館職員もなかなか碁というのがわか

るものがいませんので，市内の中学校の囲碁クラブのあるところに声をかけさせて頂

いて，白鳥中学校の囲碁クラブの方に御協力をいただくことになっております。日頃

から若い方にも参加頂いて，色々な発信をしていきたいと考えております。 

 

（福嶋委員）先ほど私がなぜ図書館かというのをあえて言ったのですけれども，裾野を

広げるという意味ではこれも文化かと思うので，是非やっていただきたいと思います。 

 

（教育長）図書館も色々なイベントをたくさん考えていただいて，多くの子どもたちに

図書館に足を運んでもらって，読書好きの子供達が増えていけばと思います。 

 

（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）｢１２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１２月定例会でございますが，平成３０年１２月２５日（火）

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,１２月教育委員会定例会を平成３０年１２月２５日

（火）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。委員の皆様，

よろしくお願いいたします。 

 

（教育長）それでは，これをもちまして平成３０年１１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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１１月教育委員会定例会終了 午後３時２３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 福嶋 礼子 

 


