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平成３１年２月教育委員会臨時会議事録 

 

１ 日時 平成３１年２月２６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），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），子ども育成課長（坂本悦子），教育

指導課副参事兼研究グループリーダー（服部直美），教育指導課指導グループ副主

幹（中井祐介），書記（鈴木明），書記（松本春奈），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３０年度鈴鹿市教育費第４号補正予算案について       （関係各課） 

 

６ 報告事項 

（１）平成３０年度全国体力・運動能力，運動習慣等調査の結果について （教育指導課） 

（２）平成３０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） 

（３）考古博物館「春まつり」について                （文化財課） 

（４）速報展「発掘された鈴鹿２０１８」について           （文化財課） 

（５）平成３１年度鈴鹿市立図書館の臨時休館について          （図書館） 

 

７ その他 

（１）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，こんにちは。定刻となりましたので，ただ今から平成３１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，福嶋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１８９６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１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１８９６号の会議を非公開とすること

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）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。 
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≪教育長・委員・書記（鈴木）以外は退席≫ 

 

議案第１８９６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 

 

≪会議関係者再入室≫ 

 

（教育長）お待たせいたしました。さきほど審議いたしました議案第１８９６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１８９７号「平成３０年度鈴鹿市教育費第４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４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，教育総務課所管

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，４７億１,４８４万６千円でござい

ます。今回の補正は，２億９，０７８万９千円の減額補正を行うものでございまして，

補正後の額は，４４億２，４０５万７千円となります。次に，減額補正２億９，０７

８万９千円の財源内訳でございますが，国県支出金が１，３０２万１千円の減額，地

方債が８０万円の減額，その他財源が３５０万７千円の増額，一般財源が２億８，０

４７万５千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。

ここからは，教育総務課所管分の各項目について，説明いたします。まず，項 教育

総務費，目 事務局費の「人件費／一般職」２，３８６万６千円の減額でございます

が，年度途中の人事異動等に伴い，１名減となったこと及び，人件費については，例

年この時期に精査を行い，算出した差額を減額補正するものでございます。続いて，

「臨時雇人賃金」５９６万円の減額でございますが，雇用保険料納付予定額の残額と，

育児休業等を取得した際の補充嘱託職員賃金の残額を減額補正するものでございます。

次に，項 小学校費，目 学校管理費の「人件費」，１３４万１千円の減額でござい

ますが，こちらについても先ほどの説明と同様で，人件費の精査により差額を減額補

正するものでございます。続いて「施設管理費／維持修繕費」，２，０００万円の減

額でございますが，これは，６月の大阪北部地域の地震に起因する対応として，８月

の教育委員会定例会で補正予算を編成した小学校のブロック塀改修工事のうち，現場

精査及び工法の変更により不要額が生じたため，減額するものでございます。続いて，

「給食調理室運営費／臨時雇人賃金」，５００万円の減額でございますが，これは嘱

託職員の雇用人数が減ったことによる減額でございます。続いて，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

円の減額でございますが，これは，平成３０年夏の猛暑に対して，文部科学省が今年

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」を創設しましたの
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を受け，本市では，老朽化した保健室等の空調設備の更新を計画し，１１月の教育委

員会定例会で補正予算を編成いたしましたが，結果として，設備の更新については全

て採択されなかったため，補正で計上しました予算の全額を減額するものでございま

す。続いて，「石薬師小学校施設整備費／屋内運動場」８１０万円の減額でございま

すが，石薬師小学校屋内運動場の増改築事業に伴い，本年度に新設道路用地購入を予

定しておりましたが，用地の追加購入の必要が生じましたことから，平成３１年度に

改めて追加分と併せて実施するため，現年度の土地購入に係る予算全額を減額するも

のでございます。次に，項 中学校費，目 学校管理費の「人件費」３７万円の減額

でございますが，こちらについても，精査による差額分を減額補正するものでござい

ます。続いて，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」

１，７５７万５千円の減額でございますが，こちらも先ほどの小学校費での説明と同

様に１１月に補正予算を編成した中学校の保健室等の空調設備更新工事について採択

されなかったため，補正で計上しました予算を全て減額するものでございます。次に，

４ページを御覧ください。幼稚園費の「人件費」１，９３７万３千円の減額は，こち

らも，精査による差額分の減額補正。次に，項 社会教育費，目 社会教育総務費の

「人件費」４３６万円の減額，目 図書館費の「人件費」２０４万６千円の減額も同

様です。次に，項 保健体育費，目 保健体育総務費の「人件費」６９０万１千円の

減額でございますが，こちらについても，精査による差額分の減額補正。続いて，目 

学校給食センター費の「人件費」１，１３４万３千円の減額でございますが，こちら

は人事異動等に伴い，１名減となったこと及び，精査による差額分を減額補正するも

のでございます。次に，３番の繰越明許費補正（追加）を御覧ください。項 小学校

費，小学校維持修繕事業５，０７７万９千円は，さきほど説明しました６月の大阪北

部地域の地震対応として補正予算を編成したうち，小学校５校のブロック塀改修工事

が，工事の施行に伴う騒音・振動等の諸問題について，地元との調整に日数を要した

ことなどから，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。続いて，小学校施設整備事業２００万円は，石薬師小学校屋内運動場増

改築事業に伴う，既設屋内運動場の耐力度調査業務委託が，２度にわたり入札不調と

なったことにより，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。続いて，項 中学校費の「中学校維持修繕事業」７２５万８千円は，

小学校費と同様に，地震対応のうち中学校１校のブロック塀改修工事が，工事の施行

に伴う騒音・振動等の諸問題について，地元との調整に日数を要したことなどから，

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。次

に，５番の債務負担行為（変更）を御覧ください。第二学校給食センター調理配送業

務委託料の債務負担行為の変更は，債務負担行為の期間を延長するものでございます。

当初，現契約の終了後から５年間と計算し，平成３５年度（２０２３年度）末までの

期間としましたが，平成３１年（２０１９年）８月１日から起算し，６０か月経過時

点が平成３６年（２０２４年）７月３１日であるため，債務負担行為の期間を平成３

６年（２０２４年）度までに変更するものでございます。なお，この変更に際して，

限度額についての変更はございません。次に，５ページの７番の地方債補正（変更）

を御覧ください。小学校施設整備事業については，補正前は５，５６０万円でござい

ましたが，これは，小学校の保健室等の空調設備更新工事に対応する起債でありまし

たが，繰り返しとなりますが，空調設備の更新については不採択となりましたことか

ら全額を減額，一方で，当初，市単独での改修を計画しました地震対応のブロック塀

改修工事については，国の「ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金」制度の対象

となったことから，これに対応する額５，０５０万円を改めて地方債補正するもので

あります。次の中学校施設整備事業も同様で，補正前の１，１８０万円は空調設備更
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新事業分として全額を減額し，ブロック塀改修に係る制度対象分４４０万円を改めて

地方債補正するものであります。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。 

 

（教育政策課長）引き続き，教育政策課所管分について御説明いたします。３ページを

御覧ください。項 教育総務費，目 教育振興費のうち，「教育情報化推進費」につ

いてでございます。これについては，教育ＩＣＴ環境整備に関する教育ネットワーク

システム等の調達支援及び構築監理業務契約及び旅費等の執行分の残額を２０万円減

額するものです。以上でございます。 

 

（学校教育課長）それでは，私からは，学校教育課分の補正について御説明申し上げま

す。３ページを御覧ください。項 小学校費，目 教育振興費の３，０００万円の内

訳としましては，就学援助費２，０００万円，学びサポート環境づくり事業費１，０

００万円，項 中学校費，目 教育振興費の２，８００万円の内訳としましては，就

学援助費２，０００万円，学びサポート環境づくり事業費８００万円でございます。

就学援助費の減額補正につきましては，当初見込んだ認定者数を下回った結果となっ

たことが原因でございます。小学校費では就学援助認定者を，当初１,４７０人を見

込んでおりましたが，現在のところ１月末時点で１,２９０人であり，その差，１８

０人程ございます。また，平成３１年度の新１年生の入学準備金の前倒し支給につい

ては，当初１６０人を見込んで今年度の当初予算に計上しましたが，現在のところ１

１０人で，５０人少なかったという状況でございました。この２月，３月の転入等で，

まだ何人か申請が発生することも考えられますが，原型予算内で支払えそうであり，

残る分を減額補正させていただきます。中学校も就学援助認定者を当初８４０人を見

込んでおりましたが，現在のところ１月末時点で７６３人であり，その差８０人弱ご

ざいます。この２月，３月の転入等で，まだ何人か申請が発生すると考えられますが，

原型予算内で支払えそうであり，残る分を減額補正させていただきます。また，学び

サポート環境づくり事業費の減額につきましては，小学校，中学校とも非常勤講師，

介助員，支援員，看護師の任用人数が当初見込んだ数に大きな差はなかったものの，

年度途中からの任用が多く，その分予定金額を下回ったことが原因です。以上でござ

います。 

 

（教育支援課長）私からは，教育支援課所管分の補正について，御説明申し上げます。

３ページの項 教育総務費，目 教育振興費「不登校対策推進事業費」の５２万６千

円の減額補正は，不登校や不登校傾向を示す中学生を支援のために学校に派遣する不

登校対策教育支援員の不足による減額でございます。理由といたしましては，教職経

験のある方４名を中学校４校へ派遣することを予定しておりましたが，１名人材を確

保できず，３名で事業を実施したことによるものです。 

 

（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。４ページを御覧ください。項 社会教育費，目 社会教育総務費のうち，森と

緑の生涯学習事業１万９千円の減額でございますが，こちらは，今年度は１３の公民

館に対し，一館あたり７万円を交付して実施している「森と緑の生涯学習講座委託事

業」に係る決算による不用額を補正するものでございます。続きまして，４ 繰越明

許費補正（変更）の２つ目，項 社会教育費 公民館施設整備事業，補正前２，００

０万円を４，０４７万９千円に変更し，２，０４７万９千円を増額補正するものでご

ざいます。これにつきましては，牧田公民館の造成工事に関しまして，３月２５日の
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工期までに工事を完了することが困難であるため，繰越をさせていただくものでござ

います。繰越理由につきましては，敷地内の土砂の中に当初の想定より多いガラやコ

ンクリートなどが混入していることに対する処理に時間を要するものなどが主な理由

でございます。次に５ページをお願いします。７ 地方債補正（変更）の４つ目，公

民館施設整備事業，補正前１，８００万円を２，０７０万円に変更し，２７０万円を

増額するものでございます。こちらについては，平成３０年度鈴鹿市教育費第１号補

正で予算計上いたしましたが，教育総務課と同じ理由で，公民館の危険箇所である，

コンクリートブロック壁の撤去につきまして，緊急防災・減災事業債の充当に関し，

財源に起債を充てることができましたことから今回補正させてもらうものでございま

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いたします。 

 

（文化財課長）それでは，私からは文化財課所管分について御説明申し上げます。４ペ

ージを御覧ください。社会教育費の文化財保護費のうち資料館等維持修繕費について，

１，１３５万３千円の減額補正をするものでございます。佐佐木信綱記念館における

コンクリートブロック塀アスベスト含有調査の結果，アスベストが含まれていないこ

とが判明したことにより，アスベスト処理費用が不要になったことから減額するもの

でございます。５ページを御覧ください。地方債補正の追加といたしまして，地方債

８００万円を増額補正するものでございます。文化財課所管に係る補正予算の説明は

以上でございます。 

 

（図書館長）図書館所管分を説明申し上げます。４ページを御覧ください。図書館費 

管理運営費 運営・サービス事業費の３万１千円の減額は，みえ森と緑の県民税市町

交付金を活用した図書館活用活性化事業に係る事業の材料費等の当初見積額との差金

によるものでございます。以上でございます。 

 

（子ども政策課長）子ども政策課の補正議案について説明させていただきます。４ペー

ジを御覧ください。４ 繰越明許費補正（変更）についてでございます。幼稚園費に

おきまして，１２月に議決をいただいております幼稚園の空調設備の整備につきまし

て，当初の予定では３月中に終了する予定で工事費のみ繰越をしておりましたが，設

計委託について市内業者に限って選定を行った結果，入札参加者がおらず不調となり

ましたことから，３月中に設計が完了できない見込みとなりましたため，設計費を含

む関係費用の全額を繰越するものでございます。なお，設計については２月２０日に

市内業者の枠をはずして入札を行い，契約が完了しております。設計の完了は４月中

旬の見込みで，空調設備の整備完了は７月下旬頃になる見込みでございます。次に５

ページを御覧ください。７ 地方債補正（変更）の補正に関する変更分でございます。

幼稚園施設整備事業として，同じく空調設備の整備に関するものでございまして，国

庫支出金の内定がございましたことから，それに伴いまして，１００万円の地方債の

増額を行うものでございます。説明は以上でございます。 

 

（子ども育成課長）続きまして，子ども育成課分について説明させていただきます。３

ページを御覧ください。項 教育総務費，目 教育振興費の私立幼稚園就園助成費に

つきましては，公立幼稚園と私立幼稚園の間の保護者負担の格差を是正するための経

費でございます。毎年予算計上時には，前年度の申請人数を基に算出しておりますが，

平成３０年度の申請人数が前年度と比べて減となりましたので，補正にて５００万円

の減額をさせていただくものでございます。続きまして，同じく教育振興費の中の幼

稚園型一時預かり事業費でございます。これは，幼稚園型の一時預かり事業を行う認
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定子ども園２園に対し，その事業の促進を図るため補助金を交付する事業でございま

す。２園のうち１園から申請がなかったことから４５０万円の減額を行うものでござ

います。次に４ページを御覧ください。項 幼稚園費，目 幼稚園費の中の「幼稚園

運営費／臨時雇人賃金」の２５０万円は，公立幼稚園の嘱託講師及び嘱託養護の賃金

に関する減額補正でございます。こちらにつきましては，当初予定しておりました嘱

託講師１６名の雇用が１３名であったこと，さらにはその１３名のうち１名が年度途

中からの雇用であったことによるものでございます。よろしく御審議をお願いいたし

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。 

 

（福嶋委員）支援員のところで，学びサポート環境づくり事業費や不登校対策推進事業

費など，ともに支援員の経費のことについて減額になっていて，せっかく予算を頂い

ていたのに返すというのはもったいないという気がするのですが，そういったことを

少なくする手法などはないのでしょうか。 

 

（学校教育課長）今年度の年度当初，中学校では，支援員と介助員を合わせまして２１

名の予算化をしておりましたが，最終的に１８名で３名足らないということでした。

小学校は年度当初と同じ人数で雇用できました。中学校は３名足らないということで，

年度当初なかなか見つからなかったというのが原因だと思います。年度途中に市外県

外からの転入がございまして，なかなかその子達への対応が難しいということで，支

援員への要望がございました。そのときに支援員をいろいろ集めたのですが，なかな

か見つからないということで苦慮したことは事実でございます。今後も周知活動をも

う少ししていかなければならないと考えております。 

 

（福嶋委員）実際にやっていただいている支援員のほかに，プールして，いざという時

にお願いできる方や，来年からはという方を設けておくぐらいでやっていただけたら

と思います。 

 

（学校教育課長）私達の方も登録制を取っておりますが，時給が安いということがござ

いまして，ほかの働き口へ行かれるということがあり，苦慮しているところでござい

ます。 

 

（福嶋委員）かなり時給が安く，価格差があるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）１時間８７０円です。 

 

 

（山中委員）不登校対策推進事業で，人材確保が１名できなかったということで，せっ

かくつけた予算で１名確保できないというのはもったいないという気がしますが，逆

にどなたでも良いというわけではないので，現場が一番苦労しているのだろうという

ことを察することができます。実際この場でこのように苦労しているのだということ

や，人を確保するのが難しかった，金額も安いのだという，そういう現場の苦しみが

あれば教えていただけますでしょうか。 

 

（教育支援課長）不登校対策教育支援員については，平成２９年度は４人みえたのです
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が，平成３０年度は３人ということで，１人の方を年度当初からずっと探していたの

ですが，なかなか見つからないというところがございました。主な理由としては，教

員免許を持っている方であるということと，不登校の子どもたちに接するという上で

適性があるかないかというのも十分に考えていかなくてはならないということがあり

ます。また，ずいぶん退職の教職員の方々にあたったのですが，時間的なところで週

２，３日で，１日３時間から５時間というところで勤務をしていただくという諸々の

条件の中で，そういった方が見つからなかったと考えております。来年度に向けては

早い段階からそういった方にあたって，４人確保していきたいと思っております。 

 

（下古谷委員）就学援助のところで，当初１６０名を予定していたのが１１０名ぐらい

ということで，数十名減ってきた，当初の予定に満たなかった原因というのはあるの

でしょうか。 

 

（学校教育課長）今回の１６０名というのは，入学準備金の前倒し金ということで新し

い取組みでさせていただきました。平成３０年度の予算化をしていくにあたって，平

成２９年度の秋冬の時に３１年度に入る１年生で，しかも就学援助を必要とする子を

見込んで，３０年度の予算を組むというなかなか難しい作業です。どのように計算し

たかということについては，それ以前の過去３年間から５年間に１年生で入ってくる

就学援助の認定者の数を割り込んで，なんとか計算したのが１６０名ということでし

た。その辺りの見込みに誤差が発生したということになります。あともう一つが，周

知について，全ての学校に周知はさせていただいたのですが，全員の方に行き届いた

かどうかというのは確認がとれません。今のところ１１０名というのが現状でござい

ます。 

 

（下古谷委員）周知が行き届いていないというと，困っている方もいると思いますので，

是非周知の方もお願いできればと思います。 

 

（吉澤委員）臨時雇人賃金というところで減額しているのは，雇用人数がうまく取れな

かったということなのでしょうか。教育総務費 事務局費の臨時雇人賃金や小学校費 

学校管理費の給食調理室の臨時雇人賃金というところで，雇用人数が取れなかったた

めに減額するということですが。 

 

（参事兼教育総務課長）教育総務費 事務局費の臨時雇人賃金は，雇用保険料の納付額

と育児休業を取られた時の代替の方の雇人賃金を計上してありまして，実際のところ

雇用保険料の納付額や，育児休業を取得した代替の職員を置かずにすんだというとこ

ろの残額を補正しております。もう一つの小学校費 学校管理費の給食調理室運営費

の臨時雇人賃金というのは，予算としては２０人を予定していたのですが，先ほどか

ら出ているお話で，実際にはそういう予算も確保し，中には退職された方もみえます

ので，募集をするものの応募がなかったということなどから減額をしているものでご

ざいます。 

 

（吉澤委員）やはり雇用時間というのは，９時から１６時など決まっているのでしょう

か。 

 

（参事兼教育総務課長）市役所は８時半から１７時１５分ですが，学校給食の現場は午

前中の調理にウエイトを置くということから，学校調理においては８時１５分から１
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７時までということで，通常より１５分早くしております。基本的に時間当たりの契

約ではなく，正規と同じような年間通じての雇用となります。広報やハローワーク，

ポスター，調理師の学校の御紹介をいただけないかと募集をしていますが，夏休み冬

休み含めて年間雇用となりますことから，臨時については来ていただけても，嘱託職

員となりますとなかなか応募に対して手を上げていただく方が少ないという現状です。 

 

（吉澤委員）私たちの会社のことを申し上げたら申し訳ないのですが，９時から１６時

までのアルバイトやパートを募集した時には，これという方が来てもらえなかったの

ですが，９時から１４時にしましたら相当な数の方から問い合わせがありました。現

在３０人から４０人ぐらいの方が働いてくれています。やはり一週間毎日していると

いうのも辛いところがありまして，何人かのグループでローテーションを組んでやっ

てもらっています。その中で働きがいを見つけた人たちが，口利きで広めてくださる

というパターンで，今の形になっています。そういった特別な労働条件というのはで

きないのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）たしかにそういったフレキシブルな雇用など当然検討の余地は

あるかと思いますが，実際のところ正規を中心に学校給食を調理している中で，正規

の退職などに伴って雇用してきたのが嘱託職員さんということで，あくまで正規と同

じ扱いの仕事量，仕事の責任がありますことから，時間パートで午後だけの洗浄だと

かは臨時職員で対応をしています。しかし，正規嘱託を合わせて単独調理校におきま

しても最低２人ということになっておりまして，時間的な対応で応募いただく方のニ

ーズに合わせたそういった変更につきましては，まだまだ課題があるというのが現状

でございます。 

 

（福嶋委員）今回採択されなかった空調の設備について，来年度はどうされるのでしょ

うか。 

 

（参事兼教育総務課長）１１月の愛宕小学校での教育委員会定例会でもお話しさせてい

ただいた通り，仮に採択されなくても市独自でできるのかという質問があったと思い

ますが，設備について壊れたタイミングで古くから入っていた保健室等の修繕をして

いたのを，この制度自体の申請は可能ということもありましたので，先ほどありまし

た幼稚園などの新規と合わせて学校の更新の申請もあげました。ただ，鈴鹿市に限ら

ず更新についてまでは最終的に補助の対象とならなかったということになりますので，

来年度以降につきまして，本来は予防的な保全の更新はやるべきではあるのですが，

学校施設はいろいろなところで老朽化もしておりますので，市独自で学校の学習活動

に支障のない範囲で修繕を行っていくということになります。 

 

（福嶋委員）入札の不調のお話で，市内の枠をはずしたらよかったという件がありまし

たが，最近，公共事業の入札不調というのは多いのでしょうか。 

 

（子ども政策課長）幼稚園の空調につきましては，必ず不調が多いということではない

のですが，たまたま空調の設計の委託につきましては，市内にしていただける業者さ

んがなかったということですので，常に多い傾向なのかと言いますと，一概にそうは

言えないと思います。 

 

（福嶋委員）最近，東京オリンピックや災害だとかで，そういう工事関係の入札が地方
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においてはなかなかということがあるのですが，鈴鹿ではそんなことはないのですね。 

 

（子ども政策課長）この空調の補助自体が全国的に一時的に補助を使うような形になり

ますので，例えば鈴鹿市でなくても他市でそういう設計委託を発注されるところもあ

りますので，そういう意味では業者さんに一時的に注文が殺到するような形にはなっ

ていると思います。ただ，鈴鹿市内に限ってということでありますと，今回について

は幼稚園だけが対象でしたので，たまたまではないかなという推測ではあります。 

 

（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１８９７号「平成３０年度鈴鹿市教育費第４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１８９７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。「平成３０年度全国体力・運動能力，運

動習慣等調査の結果について」をお願いいたします。 

 

（参事兼教育指導課長）それでは，私からは報告事項の１番目，「平成３０年度全国体

力・運動能力，運動習慣等調査の結果について」説明申し上げます。本年度実施され

ました，調査結果の概要につきまして，別綴じ冊子の１ページを御覧ください。本調

査は，小学校５年生と中学校２年生の全児童生徒を対象に，本年度４月から７月にか

けて，全小中学校で実施されたものです。１ページの「３「実技に関する調査」の結

果概要」を御覧ください。まず，（１）の小学校５年生の状況について報告いたしま

す。表の見方でございますが，全国平均以上の種目は，緑色と黄色で着色してある箇

所でございます。緑色は，全国・県以上を表し，黄色は，全国以上・県未満を表しま

す。小学校では，全国平均を上回った種目数が男女合わせて３種目で，昨年度と比べ

て２種目の減となっております。また，小学校では男女合わせて１６種目中４種目で

昨年度の市の結果を上回っておりますが，残り１２種目で昨年度より下回る結果とな

り課題が見られました。しかし，長座体前屈では男女とも昨年度に続き伸びが大きく，

全国及び県平均を上回ることができました。続いて，２ページの「（２）中学校２年

生の状況」を御覧ください。中学校についてでございますが，全国平均を上回った種

目数は男女合わせて４種目で，昨年度の２種目に比べて２種目増となっております。

男女合わせて１８種目中１０種目で昨年度の市の結果を上回っており，改善の兆しが

見られます。次に，３ページの「４ 小学校各種目における経年変化について」を御

覧ください。各種目における９年間の経年変化について御説明申し上げます。まず，

小学校から説明申し上げます。（３）の長座体前屈につきましては，男女ともに，２

年連続増加しており，国・県との差を大きく上回りました。男女の柔軟性については

順調に力をつけてきており，本市児童の強みとなりつつあることが分かります。また，

多くの小学校で，運動前の柔軟体操などの取組が充実されてきていることが要因であ

ると考えられます。次に，４ページ（５）右側の女子の２０ｍシャトルランについて

は，国との差はあるものの平均記録としては増加傾向にございます。このことから，
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女子の持久力は増加傾向にあることが分かります。また，外遊びを奨励したり，休み

時間中のマラソンを行うといった取組を進めたりしていることも要因の一つであると

考えられます。一方，３ページに戻りまして，（１）の男女握力，続いて４ページ

（６）の男女５０ｍ走，５ページ（８）のソフトボール投げは，全国・県との差も大

きく，特にソフトボール投げにつきましては，一度も全国・県平均を越えたことがご

ざいません。このことから，握力，走力，投力の３つの力につきましては，本市の児

童にとって大きな課題となっていることが分かります。このような状態が続いている

要因としましては，３つの力の課題に対する取組が不十分であることが考えられます。

４ページ（６）５０ｍ走につきましては，男女ともに全国平均との差が大きい状態が

数年間続いております。休み時間に全力で走る動きにつながる鬼遊びを楽しんだり，

体育の授業において全力で走り回る教材を工夫したりするといった取組が不足してい

ることが要因と考えられます。また，ソフトボール投げにつきましては，遊びでもボ

ール投げをする機会が減りつつあることから，体育の授業において，ボールの握り方

などの基本的なことから，指導をすることが求められます。次は，中学校でございま

す。資料は５ページ下段から８ページとなっております。６ページ（４）右側の女子

反復横とびを御覧ください。全国及び県の平均値には届いていないものの，今年度は

過去最高値を記録しております。次に７ページ（６）の２０ｍシャトルランにつきま

しては，男女ともに，全国及び県の平均値を大きく上回り，増加傾向にあり，過去最

高値を記録しております。一方，５ページ下段に戻りますが，（１）の握力は，男女

ともに全国及び県より大きく下回っており，特に男子は緩やかに下降傾向にございま

す。８ページ（９）のハンドボール投げにつきましても，男女ともに全国及び県より

大きく下回っております。ただし，中学校男子につきましては，過去連続して平均値

が減少していたものの，今年度は僅かですが，昨年度より増加しており，減少傾向に

歯止めがかかる兆しが見えてきました。８ページ下段の「６ 強み種目と重点的に改

善を要する種目」を御覧ください。今年度と昨年度の調査結果や経年変化から見られ

る「強み種目と重点的に改善を要する種目」についてでございます。強みとして捉え

られるのは，小学校では長座体前屈，そして中学校では２０ｍシャトルランです。男

女ともに，昨年度に続き，国及び県平均を上回っております。ただし，中学校の２０

ｍシャトルランにつきましては，持久走との選択のため，実施していない学校もあり，

今後，持久走と合わせて，結果を見ていく必要がございます。一方，特に，重点的に

改善を要する種目につきましては，小学校では「５０ｍ走」と，小中学校共通の種目

として，「ソフトボール投げ」，「ハンドボール投げ」と「握力」です。どの種目も，

経年的に課題が見られております。改善を図るためには，授業内容を工夫するととも

に，測定の仕方につきましても，見直すことが重要になってきます。また，１０ペー

ジには，「９ 測定時のワンポイントアドバイス」として，児童生徒への声かけのポ

イントや指導者の留意点についてまとめてございますので，実施前に必ず担当者が確

認するよう学校には伝えております。次に，９ページに戻りまして，「７ 児童生徒

に対する質問紙調査」につきまして説明申し上げます。（１）は，「運動やスポーツ

が好きですか」の質問に対して肯定的に回答した児童についての６年間の経年変化を

表したものでございます。まず，小学校から説明申し上げます。男女とも国の平均を

１．５から２．２ポイントほど下回っておりますが，国や県の推移とほぼ同じ動きを

しているのが分かります。本市における「運動が好き」と感じている子どもたちの割

合は国と大きく変わらないことが分かりますが，男子では平成２８年度から，減少傾

向にあるのが気になるところでございます。一方，中学校では，中段のウ・エを御覧

ください。中学校は，男女ともに増加しており，女子につきましては，肯定的な回答

は全国平均を上回っております。男子については，平成２７年度から平成２８年度に
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かけて大きな落ち込みが見られましたが，平成２９年度になって回復しており，今年

度は国との差は０．４ポイントに縮まっております。スポーツ庁発行の報告書には，

子どもが運動を好きになれるように「自ら考えたり工夫したりしながら課題を解決す

る授業の展開の工夫」，「授業において教師のねらいと子どものめあてを学習の過程

に明確に位置付ける」，「業間休みにおける様々な運動や遊びの実施」という取組例

の記述がございます。本市におきましても，子どもたちの意欲を高めるため，各学校

における取組が必要であると考えております。１３ページを御覧ください。調査結果

を踏まえて，今後の対応策をまとめてございます。特に，小学校におきましては，調

査を全学年，全種目で継続的に実施することが重要な取組となっております。本調査

から，「体力合計点」と「体力・運動能力向上の目標を立てること」に関係が見られ

ることが分かっております。子どもたちが目標を持つためには，まず自分自身の現状

の体力･運動能力を知ることが必要となります。そのためには，全学年で全種目にお

いて，継続的に実施していく必要がございます。１年生から全学年で調査を実施し，

子どもたち自身が運動における強みや弱みを知り，学級や家庭でも，目標をはっきり

と定め，運動に取り組ませることが重要となります。また，三重県全小中学校の共通

取組である「１学校１運動」の取組を充実させることなど，子どもたちが主体的，継

続的に運動に関われるような学校体制を作り，体力向上につなげていくことも重要で

あります。最後に，「取組みチェックシート」として，体力上位校の取組実施率が全

国平均に比べて差の大きかった項目を一覧にしてまとめてございます。各校において

このチェックシートを活用することで，取組状況をチェックして，今年度の取組を振

り返り，これからの取組計画に生かすことができます。調査結果につきましては，２

月の校長会で説明済みでございます。今後も本市の弱みの改善に向けて，各校に対し

て体育の授業を中心に授業改善を進めるよう指導・助言を続けてまいります。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。 

 

（福嶋委員）平成２８年度ぐらいから少し落ち込んでということや，平成２７年度あた

りぐらいは例えば３ページでぐっと落ちているようなところがあったりするのですが，

平成２８年度というのは何かあったのでしょうか。 

 

（参事兼教育指導課長）特にこれといって子どもたちの変化というのはないのですが，

子どもたちの毎年毎年の能力については，それほどの差はないと思います。測定の仕

方や取組についての事前の準備であるとか，取組中の子どもたちの意欲など，そのあ

たりの部分でたまたま落ちたのではないかと考えられます。要因としては調査してい

るわけではないのですが，次年度からは回復しておりますので，今の取組で良いと考

えております。 

 

（福嶋委員）「１学校１運動」とは，どういうものなのでしょうか。 

 

（教育指導課指導グループ副主幹）「１学校１運動」は，小学校については，月に１回

ほど縦割り班で全校遊びを実施したり，児童会委員会が竹馬，一輪車やストラックア

ウトなどのコーナーを設けて，子どもたちが楽しみながら活動ができるような場を作

り，取り組んでいます。中学校につきましては，休み時間が短いことから部活動を中

心に取組を進めております。また，昼休みは少し長いので，体育備品を貸し出したり

して，子どもたちが主体的に楽しむことができるような取組を拡大しております。 
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（福嶋委員）積極的に決めてやっているということですね。 

 

（教育長）意識的に取組むということが大事になってくると思います。 

 

（下古谷委員）８ページの重点的に改善を要する種目というところで，小学校は握力や

５０ｍ 走，ソフトボール投げ，中学校では握力，ハンドボール投げと，重点項目が

挙げられていますが，３ページの小学生の握力のところは，２８年度からほぼ直線的

に２９，３０年度と上がってきて，３１年度は全国を越えるのかなというところまで

見えます。今，いろいろな取組をされていますので，結果が今年度見えてくるかなと

思います。是非そういうことを取組み続けていただけたらと思います。全体的な項目

が平均以下というのが多いところが残念ですけれども，少しでも全国平均に近づいて，

越えるような形になってくれると良いと思います。 

 

（参事兼教育指導課長）国平均を越えるということを目標に，それぞれの学校が取組を

続けていくことが大事だと思っております。 

 

（福嶋委員）学校ごとに取組方への凹凸があると，成績も違うことが多いのでしょうか。 

 

（参事兼教育指導課長）学校ごとや年度によっても違いますし，それぞれの学校で例え

ば「１学校１運動」により投げることに力を入れている学校はその力が付いてきてい

たり，飛ぶことを中心に頑張っているところは跳躍力が増えてきたり，そうやって学

校全体での取組が充実しているところについては，強みとして表れています。 

 

（福嶋委員）昔であれば，山の方の子は，活発で運動能力が高いということがあったの

ですが，鈴鹿市ではそのようなことはないのでしょうか。 

 

（教育長）昔あった外遊びなども今は普段なかなか見られなくなってきました。 

 

（参事兼教育指導課長）地域柄，山の方の子は足腰が強くて，やはり脚力が強いという

のは多少あるのかなというように思いますが，海の方の学校の子であっても，休み時

間の取組や体育の時間の取組内容によって力が付いてきていると思います。昔はたぶ

ん，山の方の子たちは足腰が強いというのは傾向としてはあったのではないかと思い

ますが，最近はそれぞれの学校の取組で差が出ているということになると思います。 

 

（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

２番目の「平成３０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。 

 

（参事兼教育指導課長）それでは，私からは報告事項の２番目，「平成３０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３１年３月１９日（火），中学校は，平成３１年３月７

日（木）となっております。小学校，中学校への参列者は，表の通りでございます。

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。３ページを御覧ください。まず，小学校の告辞を読ませ
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ていただきます。 

 

（教育指導課副参事兼研究グループリーダー）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，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，皆さんが多くの方に支えられ，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，皆さん

は，「からすのパンやさん」，「だるまちゃんとてんぐちゃん」の作者，加古里子さ

んという絵本作家を知っていますか。昨年５月，その生涯を閉じるまでに６００点以

上の絵本や紙芝居を残しました。加古さんの作品を手にとり，個性豊かで魅力的な登

場人物に，目を輝かせて楽しんだ人もいることと思います。加古さんの絵本作家とし

ての原点は，会社員として勤務を続ける傍ら，地域の子どもたちに向けて，紙芝居を

描き始めたことでした。最初は，童話を題材にして紙芝居を描いていましたが，子ど

もたちからは見向きもされませんでした。そこで，加古さんは，子どもたち一人ひと

りはどんなものが好きで，何に興味を持っているのかを知るために，子どもたちの輪

の中に入って一緒に遊び，子どもたちを丁寧に見つめ，その様子を書き留めることを

続けました。その活動を通して，加古さんは，登場人物一人ひとりを生き生きと描く

ことや子どもの生活に根ざした題材にすることが大切であると気付き，子どもたちの

心に届く作品が生み出されることになったのです。紙芝居を描き始めて数年後，加古

さんが描いた絵葉書が，一人の編集者の目に止まります。「まるで人物が一人ひとり，

生きているようだ」と，加古さんの絵に心惹かれた編集者が絵本作成を依頼し，加古

さんの絵本は世の中に広く知れ渡るようになったのです。加古さんの描いた多くの作

品は，中心人物だけでなく，周りの登場人物も，表情や仕草のちょっとした違い，話

し方など，それぞれの個性が表れるように描き分けられています。このような加古さ

んの一人ひとりを大切にする思いは，次の言葉にも表されています。「この世界は，

多様であり，自分はそのどこか端っこにいる。中心でなくても，端っこも世界なんだ。

端っこで一生懸命に生きている者もいるんだ。」卒業生の皆さんは，これからたくさ

んの人と出会う中で，自分と異なる意見を持つ人に出会うこともあるでしょう。そん

な時は，一人ひとりの思いや考えに寄り添い，その良さを見つめることを大切にして

ください。そして，それぞれの場で一生懸命に努力し，輝く未来を切り拓いていって

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３１年３月

１９日 鈴鹿市教育委員会。 

 

（参事兼教育指導課長）次に中学校の告辞を読ませていただきます。５ページを御覧く

ださい。 

 

（教育指導課副参事兼研究グループリーダー）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，

東京オリンピック・パラリンピック大会の開催を来年に控え，日本のスポーツ界では，

選手の育成や強化の取組が本格化しています。日本が初めてオリンピックに参加した
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のは，今から１０７年前の第５回ストックホルム大会です。その出場選手の一人に，

マラソンランナーの金栗四三さんがいます。金栗さんは，国の期待を一身に背負い，

レースに臨みましたが，猛烈な暑さのために意識を失ってしまいました。世界との力

の差を痛感した金栗さんは，帰国後，マラソン普及のために全国の学校を回り，指導

を行います。一方で，自身も厳しい練習を重ね，その後二度，オリンピックに出場し

ましたが，いずれも納得のいく結果を残すことはできませんでした。ストックホルム

大会での無念を晴らせないまま，第一線から退いた金栗さんは，叶わなかった自分の

夢を若者たちに託し，本格的に後進の育成に力を注ぐようになります。今では，正月

の風物詩となった箱根駅伝も，「世界に通用するランナーを育てたい」という金栗さ

んの思いをもとに始まった大会です。大会の創設にあたり，金栗さんは「走る者も観

る者も楽しめる大会にしたい」とも考えていました。その願いの通り，この大会の出

場者から国際大会の金メダリストが誕生しています。また，第１回大会から１００年

近くを経た現在も，箱根駅伝は，競技者と観戦者の両方を熱くさせる大会であり続け

ています。金栗さんは，８０歳を過ぎてからも各地の大会に参加し，走ることの楽し

さやすばらしさを伝え続けました。こうして，長距離界の振興と発展のために，その

生涯を捧げた金栗さんは，日本のマラソンの父と呼ばれるまでになりました。また，

晩年には，次のような言葉を残しています。「長い間，泣いたり，笑ったりできた。

努力もしたし苦労もしたが，思えばすべて楽しかった。結果を恐れず，目標を持って

頑張り抜くことが生きること。だから，人生は楽しいんだ。」皆さんは今，希望を胸

に，新しい世界の扉を開こうとしています。時には，思うようにいかないこともある

かもしれません。しかし，どんな時もあきらめずに，「今，できることは何か」を考

え，一歩踏み出してください。そして，自分の可能性を信じ，力強く歩んでいってく

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，卒業生の皆さんが健やかに成長

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３１年３月７日鈴鹿市

教育委員会。 

 

（参事兼教育指導課長）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。 

 

（下古谷委員）今回こういうテーマを選ばれたというコンセプトがあったら教えていた

だきたいと思います。 

 

（教育指導課副参事兼研究グループリーダー）なぜこのテーマにしたかということです

が，今の中学３年生が毎年ここまで頑張ってきて，もうひと頑張りしてもらいたいと

いう，これから社会へ出て行く，これから高校へ上がるに伴って今の 3 年生につけて

もらいたい力や感性を挙げてあります。小学校も今の小学校６年生にさらにつけても

らいたい力，中学校になって必要とされる力を考えて作らせていただきました。 

 

（下古谷委員）なかなか今のように読むのは難しいですね。 

 

（教育長）委員の皆様にも卒業証書授与式へ行っていただきますが，よろしくお願いい

たします。 
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（福嶋委員）先ほどは上手に読んでいただいて，私たちもそのように読んだら良いと思

いました。いつも思うのですが，「最後になりましたが」というところが，一文が結

構長く，一気に読もうと思うと段落が長いです。私自身は深く感謝申し上げますとい

うように切って，分けて読んでおります。このまま一文でも良いのかなと思いますが，

少し長いのかなと思います。でも，毎年いろいろ考えていただいて，今年はどんなも

のかなと楽しみにしております。 

 

（教育長）ありがとうございます。参考にさせていただいて，来年度の告辞に反映させ

たいと思います。 

 

（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「考古博物館「春まつり」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３番目，考古博物館「春まつりに」につ

きまして，説明申し上げます。７ページ，８ページを御覧ください。考古博物館「春

まつり」は，国分町菅原神社「梅まつり」の開催期間中に合わせ例年開催しており，

今年度は，３月３日（日）午前９時から午後４時まで開催を予定しています。春まつ

りは，梅の花が咲く早春の一日を子どもから大人までどなたでも博物館でたっぷり楽

しんでいただける，体験型イベントとして計画しています。主な内容といたしまして

は，博物館玄関前広場で実施する，弓矢体験，火起こし体験，草木染体験，地震体験

車などの体験をはじめ，キッチンカーによるチャーハン，餃子などの販売，AGF の

コーヒー等の振る舞い，国分町ボランティア隊によるみたらし団子や，綿菓子，竹と

んぼなどの出店を予定しています。博物館館内では，勾玉づくり，博物館キーホルダ

ー作り，消しゴムはんこ遊び，ネイチャークラフト等の体験を予定しています。また，

幼児や小学校中学年以下を対象に，もりボールのコーナーも設置します。なお，春ま

つり当日は，博物館の常設展示・企画展示を無料開放する予定で，さらに，現在整備

中の「史跡伊勢国分寺跡」の現地解説を午前午後の２回，博物館サポート会により実

施する予定です。地元国分町菅原神社の梅祭りの開催期間中であることから，当日は，

博物館と梅まつりの会場双方でチラシを配布し，お互いのＰＲに努める予定です。以

上，博物館「春まつり」の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。 

 

（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

４番目の「速報展「発掘された鈴鹿 2018」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４番目「速報展 発掘された鈴鹿 2018」

の開催につきまして，御説明申し上げます。９，１０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９日（土）か

ら６月１６日（日）まで，「発掘された鈴鹿 2018」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２１回目となります。今回の速報

展では，木田町の磐城山遺跡，須賀一丁目の須賀遺跡，稲生町の大下遺跡，岡田一丁

目の岡太神社遺跡，高岡町の寺山遺跡，上箕田一丁目の上箕田遺跡，広瀬町の伊勢国

府跡，上野町の一反通遺跡，神戸二丁目の本多町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１３日（土）
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に発掘担当者による展示の解説と５月１８日（土）と６月１５日（土）に，スライド

説明会を行います。また，４月１３日の「県民の日」，５月１８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。 

 

（下古谷委員）紹介する遺跡の中で第１１次や第９次などとありますが，だいたいこれ

は何次ぐらいまで続くのでしょうか。 

 

（文化財課長）これは，ほとんどは開発に伴う記録保存のための発掘調査になりまして，

その原因となるものが多ければ回数も重ねるということになります。 

 

（下古谷委員）特に何回と決まっている訳ではないということですね。 

 

（文化財課長）その通りです。 

 

（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，次の報

告事項に移ります。報告事項５番目の「平成３１年度鈴鹿市立図書館の臨時休館につ

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５番目「平成３１年度鈴鹿市立図書館の臨

時休館について」御説明申し上げます。資料１１ページを御覧ください。図書館では，

毎年，特別整理期間を設け，館内に配置している図書資料が正しい位置に存在してい

るか否かの確認を行う蔵書点検を実施しております。平成３１年度は，９月２５日

（水）から１０月１日（火）までの通常休館日を含む７日間を臨時休館とするもので

す。なお，鈴鹿市立図書館条例施行規則第２条第４号には「７日以内の期間で教育委

員会が定める期間」と明記されており，報告をさせていただきます。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。 

 

（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３１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。 

 

（参事兼教育総務課長）平成３１年３月定例会でございますが，平成３１年３月２０日

（水）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３１年３月教育委員会定例会を，平成３１年３

月２０日（水）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。 
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（教育長）それでは，これをもちまして平成３１年２月教育委員会臨時会を終了いたし

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 午後５時３３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 

 

 

 

 

 


