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平成３０年１２月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成３０年１２月２５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（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），図書館長（渥美裕子），子ども育成課長（坂本悦子），書記（鈴木明），書記

（川村浩司） 

 

５ 議事 

（１）椿小学校敷地の変更について                 （教育総務課） 

（２）平成３１年度教職員人事異動基本方針について         （学校教育課） 

（３）就学等に関する規則の一部改正について            （学校教育課） 

（４）鈴鹿市立図書館条例施行規則の一部改正について          （図書館） 

（５）鈴鹿市立幼稚園条例の一部改正について           （子ども育成課） 

 

６ 報告事項 

（１）平成３１年度鈴鹿市立幼稚園の入園式及び鈴鹿市立小中学校の入学式について 

（教育指導課） 

（２）鈴鹿市立図書館サービス推進方針（案）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 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，吉澤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１８８５号「椿小学校敷地の変更につい

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，道路敷地の一部を椿小学校敷地とし

て所管換えするについて，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。 

 

（参事兼教育総務課長）それでは，私からは議案第１８８５号「椿小学校敷地の変更」

について説明申し上げます。議案書３ページの位置図を御覧ください。地図では上が

北になり，椿小学校の北側，東西に走る道路がありますが，これが市道山本中辻１号

線になります。この市道につきましては，新名神高速道路の建設に伴い，道路改良が

行われ，平成２７年に区域変更が完了しています。これにより，少し薄くて見づらい

ですが，元々の市道のうち，赤色で示した学校隣接地の残地を学校敷地として活用で

きるよう道路管理担当課である土木総務課から教育総務課へ所管換えを行うもので

す。所管換えを行う面積は，議案書２ページに戻りまして，７筆合わせて４２２．１

７㎡となり，所管換え後の学校敷地の面積は２１，４６６.７８㎡となります。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。 

 

（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）およそ４２２．１７㎡ということで，取り込まれたあと，こういうこと

に有効利用をするという案はあるのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）この道路の部分と学校の間には門扉等がございまして，実際に

は一部新名神高速道路の工事用の土地として活用されていましたが，舗装がされてい

ますので，学校敷地と道路の間にある駐車場のような形で保護者等が利用する時に使

わせていただこうと考えています。 

 

（福嶋委員）工事はもう終わっているのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）この道路工事に関しては既に完了しておりますので，新しい道

路については付け替えが完了しております。この部分に関して特に工事等は行ってお

りません。 

 

（福嶋委員）そうすると学校の塀などはこれから作っていく予定でしょうか。そういっ

た工事が順次行われていくのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）位置図をつければよかったのですが，実際には赤い部分が道路

に面していた部分ですので，道路と学校の間にはすでにフェンスがあります。あくま

でその外側にはなりますが，新しく出来た道路との間の土地の有効活用を図っていく

ということで，学校の門扉をずらして新しい道路側に持ってくるということは考えて

おりません。 

 

（山中委員）このことから少し外れてはしまうのですが，椿小学校とサービスエリアと
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はどれぐらいの距離になるのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）私が持っている資料で，上側がスマートインターです。そして

こちらが学校敷地となりますので，北側約数百メートルの所に配置されるような計画

になっています。 

 

（山中委員）そうするとこの市道というのは，スマートインターへ繋がる道になるわけ

でしょうか。そのために整備されたということでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）それもありますし，関連道路として地元の要望にお答えする形

でネクスコさんの協力を得て整備しているということでございます。 

 

（山中委員）交通量も増えるかと思います。子供達の通学路になっているのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）今回の議案とはしておりませんが，敷地の南側に新しくできる

新名神の西側から来るところの一部道路側において，道路整備担当課の方で改良して，

安全に通学できるような対策を講じております。今回は西に入ってくるような道も整

備されております。 

 

（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。 

 

（教育長）議案第１８８５号｢椿小学校敷地の変更について」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１８８５号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）次に議案第１８８６号「平成３１年度教職員人事異動基本方針について」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。 

 

（学校教育課長）それでは，私からは議案第１８８６号「平成３１年度教職員人事異動
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基本方針」につきまして，御説明申し上げます。資料の５ページを御覧ください。読

みあげまして説明とさせていただきます。「平成３１年度教職員人事異動基本方針」

（案）。県の人事異動基本方針をふまえ，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３１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。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校から

Ｂ校，Ｂ校からＡ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。 

 

（吉澤委員）小学校の場合は勤務年数が３年以上で８年を限度とするとありますが，幼

稚園の場合は限度が６年となっております。どうしてこのような差があるのでしょう

か。また講師の先生方の場合は，どのようになっているのか教えていただきたいと思

います。 

 

（学校教育課長）幼稚園，小学校，中学校との違いでございますが，小学校，中学校につ

きましては，概ね県で決められていることでございまして，鈴鹿市も準じているとこ

ろでございます。幼稚園については園の数が少なく，しかもそこに勤務する職員の数

が，２人から４人ということがございまして，一人が長い間勤めるということは，そ

この幼稚園へ勤務する人のチャンスが奪われるということで，できるだけ６年を限度
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ということで行ってきています。それから小学校，中学校講師につきましては，常勤，

非常勤いずれも５年を限度に考えているところでございます。 

 

（福嶋委員）人事異動については，通常何月ぐらいに始められて，どういう手順で教育

委員会から出していくのでしょうか。 

 

（学校教育課長）公立小中学校につきましては，一律に希望調書が１１月末頃に県教委

から配られます。それを市教委が各学校へ配らせていただきます。その回収が２学期

の末ぐらいになります。それを市教委が集約し，単純な間違いがないかなどを見て，

１月の初めには希望調書を県教委へ提出いたします。市内の異動につきましては，１

月，２月をかけて市教委で検討していくことになります。例えば市外へ出て行く場合

は，２月の初めぐらいから県教委を間に入れながら市と市の間で調整を図っていくと

いうことになります。管理職につきましても同じような日程で行います。 

 

（福嶋委員）個人の希望から始まるということなのですが，大抵その個人の希望という

のは叶えられるということが多いのか，ある程度教育委員会の方からここを補強しよ

うというので，この先生をというような方針があるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）個人の意思を尊重していくというのが大原則でございます。ただこち

らの方としましても，強化すべき学校があったり，人数的なバランスや年齢のバラン

スなどを加味した上で人事をさせて頂いております。 

 

（福嶋委員）結構悩ましいことが多くて大変な作業なのでしょうか。 

 

（学校教育課長）その通りでございます。 

 

（吉澤委員）先日，愛宕小学校に授業参観に行かせていただきまして，校長先生の教育

方針というのが他の教職員の人達にすごく伝えられているようで，先生方同士の連携

というのもすごく感じられました。そのような中で，素晴らしい先生方を長く学校に

置くのではなくて，色々な学校に行ってもらってプラスになるような刺激を与えても

らいたいなと思います。そのことから考えると，この勤務年数が８年というのはすご

く長いと思いますが，もう少し短くすることはできませんでしょうか。 

 

（学校教育課長）御意見ありがとうございます。私もそう思うことがあります。ただ若

い先生方がおみえになって，一つの理由としまして，産休育休で３年ぐらい休まれる

ことがあり，そうしますとその方が勤務する最長年数というのが３年減って５年とな

ります。また２回連続して産休育休を取得し，非常に勤務することが少なくなるとい

うことも踏まえると，一つの学校で先生が経験できる期間が非常に短くなってしまい

ます。吉澤委員が言われる通り，色々な学校で発揮していただきたいことは山々なの

ですが，力をつけて頂いて色々な所に行くということで，今のところ８年となってお
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ります。 

 

（下古谷委員）平均的に異動までの期間というのは５年，６年ぐらいでしょうか。 

 

（学校教育課長）新規採用された人は６年という制限がございます。それ以外の人に関

しては８年が限度というのがあるのですが，８年間みえる方もいれば，４年で動かれ

る方もみえます。大体平均すると６年ぐらいになると思います。 

 

（福嶋委員）先生方の希望というのは，どこの学校へという細かい希望があるのでしょ

うか。 

 

（学校教育課長）どの学校へという固有名詞は出せないことになっています。ブロック

で決まっておりますので，どの辺りという形で希望されます。 

 

（教育長）中学校の場合は２校が１ブロックになります。 

 

（学校教育課長）小学校は９ブロックで，１ブロックで３つの学校ぐらいです。 

 

（福嶋委員）ブロック内で変わるということでしょうか。 

 

（学校教育課長）小学校の場合，ブロック内では変われないことになっています。ブロ

ック外へ変わることになります。ただ，中学校の場合は学校数が少ないので，同じブ

ロック内であっても希望は書けることになっています。 

 

（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。 

 

（教育長）議案第１８８６号｢平成３１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。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１８８６号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）続きまして，議案第１８８７号「就学等に関する規則の一部改正について」

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，就学等に関する規則の一部を改正す

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，議案第１８８７号「就学等に関する規則の一部改

正」について，御説明申し上げます。資料は７ページ，８ページでございます。改正

点としましては，規則の中にある別表の中の一部改正ということでございます。栄地

区にございました「磯山町雇用促進住宅及び京田自治会」が「ビレッジハウス磯山及

び東磯山京田自治会」へと名称変更したことに伴って，就学等に関する規則の別表に

記載がございます，鈴鹿市立鼓ヶ浦小学校と鈴鹿市立栄小学校における通学区域につ

きまして，修正を行うための一部改正を行うものでございます。よろしく御審議いた

だきますようお願いします。 

 

（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）御意見もないようですので，お諮りします。 

 

（教育長）議案第１８８７号「就学等に関する規則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１８８７号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）次に議案第１８８８号「鈴鹿市立図書館条例施行規則の一部改正について」

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，鈴鹿市立図書館条例施行規則の一部

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。 

 

（図書館長）それでは，私からは議案第１８８８号の「鈴鹿市立図書館条例施行規則の

一部改正」ついて，説明申し上げます。この度の規則改正の主旨につきましては，平

成２７年３月と平成２８年３月に行った規則改正に合わせ，関連する内容を変更する

ものでございます。１９ページの新旧対照表を御覧下さい。規則第２０条にある「（視

聴覚ライブラリーを含む。）」を削除する内容でございますが，こちらは平成２７年３

月に視聴覚ライブラリーの目的や設置を定めた「鈴鹿市視聴覚ライブラリー設置及び

管理に関する規則」が先に廃止されており，それにあわせ改正するものでございます。

次に１１ページの第２号様式については，平成２８年３月に図書館の休館日変更につ
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いて改正を行いましたが，こちらの変更がされておらず，今回，今後も変更の可能性

があると考え，具体的な曜日などを抜いた様式に変更するものでございます。続いて

第４号から第７号様式については，使用設備の１６ミリ映写機など，現在の使用や貸

出状況に合わせ，変更するものでございます。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。 

 

（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）１５ページですが，３番のところで「次の該当するときは」とあります

が日本語がおかしいと思います。「次に該当する」や「次の項目に該当する」という

ような表現の方が良いのでしょうか。 

 

（図書館長）今後，全体を確認する時に訂正させていただきます。 

 

（教育長）こちらは訂正をしていただくということでしょうか。 

 

（図書館長）訂正させていただきます。 

 

（教育長）ほかによろしいでしょうか。では，使用者心得の３番のところは今後訂正い

ただくということになります。 

 

（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。 

 

（教育長）議案第１８８８号「鈴鹿市立図書館条例施行規則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１８８８号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）次に議案第１８８９号「鈴鹿市立幼稚園条例の一部改正について」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鈴鹿市立幼稚園条例の一

部を改正する条例案について，教育委員会の議決を得るため，この議案を提出いたし
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ます。 

 

（子ども育成課長）それでは，私からは，議案第１８８９号「鈴鹿市立幼稚園条例の一

部改正」につきまして，説明申し上げます。資料２２ページから２４ページを御覧く

ださい。今回の改正につきましては，今年度をもって一ノ宮幼稚園を廃園することに

伴う改正でございます。平成３１年度の公立幼稚園園児募集の結果につきましては，

１０月の教育委員会定例会で報告させていただきましたが，資料２４ページのとおり

であり，一ノ宮幼稚園は１５人未満でしたので，来年度は休園となります。また，廃

園基準により，一ノ宮幼稚園は，連続３か年休園となることから，今年度末をもって

廃園となります。改正内容につきましては，資料２２ページにございますように，第

２条の表から鈴鹿市立一ノ宮幼稚園の項を削るというものでございます。今後の予定

としましては，１月の各派代表者会議を経て，２月定例議会に提出し，当該条例を平

成３１年４月１日から施行いたします。よろしく御審議を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。 

 

（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１８８９号｢鈴鹿市立幼稚園条例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１８８９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年度鈴鹿市

立幼稚園の入園式及び鈴鹿市立小中学校の入学式について」をお願いいたします。 

 

（参事兼教育指導課長）それでは，報告事項の１番目，「平成３１年度鈴鹿市立幼稚園の

入園式及び鈴鹿市立小中学校の入学式」について，御報告申し上げます。資料１ペー

ジを御覧ください。幼稚園については，入園式の期日は，平成３１年４月１０日（水）

午前１０時，会場は各幼稚園となっています。小学校につきましては，入学式の期日

は，平成３１年４月９日（火）午前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，入学式の期日は，平成３１年４月９日（火）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がございます。以上，報告とさせていただきます。 
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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。 

 

（教育長）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「鈴

鹿市立図書館サービス推進方針（案）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２番目「鈴鹿市立図書館サービス推進方針

（案）」について説明申し上げます。本市では，平成２６年に市民が望む図書館サー

ビスの提供を目指し，「鈴鹿市立図書館サービス方針」と「鈴鹿市立図書館サービス

方針実施計画」を策定しておりますが，今年度末に，計画期間の満了を迎えますこと

から，これまでの取組状況，成果及び課題の整理を行い，次期方針を策定するもので

ございます。また，鈴鹿市総合計画２０２３に示す目標を実現するための個別計画に

位置づけ，他の関連する計画と整合性を図り，図書館がより一層地域の情報拠点，生

涯学習の拠点施設としての役割を果たすため，基本的な方向と具体的な方策を明らか

にするものでございます。本日はその素案を作成しましたので，報告させていただき

ます。資料２ページを御覧ください。まず，方針の策定に当たり，先ほど申し上げま

したような背景，目的，位置づけ，方針の期間でございます。次に３ページ，これま

での取組や成果指標の達成状況から課題を明らかにし，基本目標を「自ら学び，広げ

る文化と生涯学習活動の推進～ 本と人と地域(まち)をつなぐ図書館 ～」とし，５

つの施策を掲げ，取り組むこととしております。では，その具体的な取組と指標でご

ざいますが，「施策１：情報資料を蓄積し，学びと課題解決を支援します。」では，「図

書館は，多様化するニーズへの対応を図りながら，蔵書管理を行い，新たな発見，楽

しみにつながる学びを支援します。」とし，５つの取組を掲げ，取組①と②を重点項

目として指標を掲げております。「施策２：誰もが，読書に親しみ，楽しむ機会を提

供します。」では，「図書館は，誰もが利用しやすい，学びや交流の場を提供します。」

とし，５つの取組を掲げ，取組②から⑤を重点項目として指標を掲げております。次

に資料４ページ，「施策３：郷土の歴史や文化を大切にします。」では，「図書館は，先

人の残した郷土資料を通じて，地域文化の継承や郷土愛が育まれるよう支援し，また，

地域資源，地域の魅力を知る場を提供します。」とし，２つの取組を掲げ，取組②を

重点項目として指標を掲げております。「施策４：市民や関係団体と連携します。」で

は，「図書館は，人と人との交流を生み出し，他者との連携や社会参画につなげます。」

とし，７つの取組を掲げ，取組①から③を重点項目として指標を掲げております。次

に５ページ，「施策５：居心地の良い環境を提供します。」では，「図書館は，環境整備

に努め，一人ひとりの大切な場を提供します。」とし，５つの取組を掲げ，取組③，④

を重点項目として指標を掲げております。最後に，方針の推進に当たっての進行管理

については，毎年度図書館による内部評価を行い，鈴鹿市立図書館協議会において外

部評価を受けます。これらの評価を参考に，ＰＤＣＡサイクルによる取組を進め，方

針の実現を図っていきます。また現在，図書館では読み聞かせなど，多くの皆さんに

御協力をいただいております。その個人，ボランティア団体との連携や協力は，図書

館運営の充実には不可欠となっており，このようなことから多くの声を収集し，目標

の実現を図ってまいります。今後のスケジュールとしましては，１月鈴鹿市議会全員
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協議会に諮り，1月２１日から２月２０日までパブリックコメントを実施し，その後，

修正等行い，３月２０日の３月教育委員会定例会に提出し，３月末日公表を予定して

おります。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。 

 

（福嶋委員）資料４ページ，「施策３：郷土の歴史や文化を大切にします」というところ

ですが，図書館は古い資料を持ってみえると思うのですが，その辺りの資料の活用は

どうだったかなと思います。今までは若い層を対象にした催し物が多かったので，シ

ニア層というか，歴史を深くやってみたいと思う方は年配の男性の方が多いので，古

い資料を使って活動していただけるとありがたいと思います。 

 

（図書館長）ありがとうございます。様々な古い文献等もあると思います。まだまだ活

用，披露していないものもあると思いますので，有効に活用してシニア層にも見てい

ただけるものを発信して行きたいと思います。 

 

（福嶋委員）他市では，図書館を民間委託にする方針や流れもあるのですが，鈴鹿市の

場合，そのあたりどのような考えをお持ちでしょうか。 

 

（図書館長）平成２９年度に一部民間委託について協議してまいりましたが，図書館内

の調整がうまく図れず，一旦持ち越しという形で今年度に引き継ぎましたが，再度見

直しというところで，一旦止まったような形になっております。今後，他市の状況で

あるとか，どういったものが鈴鹿市に最適なものかということを調査し，進めていく

かどうかという結果を出していきたいと考えております 

 

（福嶋委員）民営化の問題については，体育館の問題があって，全体として市として足

並みが遠のいたということがあって，例えば文化振興事業団の方でもその辺りがなか

なか進んでいないということがあります。どちらにするにせよ，近辺には桑名市さん

の例もあるので，色々調べていただいて歩みを止めずに，市民の方に良い方法を是非

模索していただきたいと思っています。 

 

（図書館長）図書館協議会の方でも同様の意見を頂戴しておりますので，協議会の方に

も諮りながら考えていきたいと思っております。 

 

（下古谷委員）もし民間委託などでやっていくとなると，昨今高校生ぐらいの学生さん

が勉強しに来るということが多くて，最近中央道路のところでコーヒーを提供しなが

ら本を読んで下さいというところがあるのですが，土日については学生さんお断りと

変わってきています。勉強できるスペースのことも含めて，是非そういったことも考

えていただきたいと思います。 
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（吉澤委員）鈴鹿市の広報には図書館だよりなどがあるのでしょうか。 

 

（図書館長）毎月２０日号の最終ページで，おすすめ本という形で司書が選んだ時期的

なものや，そういったものを含んだ物などを紹介しています。５日号には図書館でや

っている読み聞かせ講座や，そういった日程と地区市民センター，公民館で行ってい

る配本の日程について，お知らせを載せております。 

 

（山中委員）すぐにはお答えいただけないと思いますが，平成２３年度の目標である来

館者数，市民一人当たりの貸出冊数の数値というのは，鈴鹿市と同じような規模の他

市との比較で見てみたいという気持ちがあります。これが多いのか少ないのか見当が

つかなくて，適正な数であるのか分からないところもありますので，そういったもの

を見てみたいと思います。その中で鈴鹿市の良さであるとか，課題が見えてくるとこ

ろなのかと思います。もしそういった情報が入れば，この場を通じて教えていただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（図書館長）図書館協議会の方の資料で，２０万人前後の都市の資料を提供しておりま

すので，全ての所を網羅するような資料ではないかもしれませんが，確認して提供さ

せていただきます。それを見て判断いただければと思います。 

 

（福嶋委員）今の図書館は，施設の老朽化というのがあったり，暖房や冷房などの器具

もだいぶ老朽化しているということがあり，積極的に進もうと思っても非常に難しい

ところがあります。その中でも，最近は不思議の国のアリスのような催し物や，１月

には囲碁などがあって，これまでやっていなかった楽しみのある催し物などを積極的

に打ち出していただいているので，なおこれからも従来通りにこだわりなく，このよ

うなこともできるということを是非やっていただければと思っております。 

 

（図書館長）毎年職員たちがやりたい企画を持ち寄って，出来る限りそれを実行し積極

的に活動をして行こうと思っています。また色々な所からの情報も得ていきたいと

思いますので，教育委員さんから，もし御意見があれば頂戴したいと思いますので，

よろしくお願いいたします。 

 

（教育長）より魅力的な図書館ができると良いと思います。 

 

（教育長）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，その

他事項に移ります。 

 

（教育長）｢１月教育委員会定例会の 開催について｣をお願いします。 

 

（参事兼教育総務課長）平成３１年１月定例会でございますが，平成３１年１月２２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。 



13 

 

（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,１月教育委員会定例会を平成３１年１月２２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。 

 

（教育長）以上をもちまして平成３０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。 

 

 

 

１２月教育委員会定例会終了 午後２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 吉澤 時子 


