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令和元年６月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 令和元年６月２５日（火）午後３時３０分から 

 

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（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（山本浩），教育委員会事務局参事（木村元彦），参事兼教育総務課長（山

中敏孝），教育政策課長（竹下直哉），参事兼学校教育課長（梅本秀明），教育指導課

長（堀之内宏行），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），書記（鈴木明），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）鈴鹿市教育委員会事務局等職員の任免について         （教育総務課） 

（３）学校運営協議会委員の任命について              （教育支援課） 

（４）鈴鹿市文化財調査会委員の委嘱について            （文化財課） 

（５）令和元年度鈴鹿市立図書館協議会委員の任命について      （図書館） 

 

６ 報告事項 

（１）平成３０年度教育委員会活動の点検・評価について       （教育総務課）

（２）令和元年度鈴鹿市立幼・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） 

（３）「第３次鈴鹿市子ども読書活動推進計画」の見直しについて    （文化振興課） 

（４）考古博物館 企画展「今の道具 昔の道具 ずーーっと 

昔の道具」について                     （文化財課） 

（５）考古博物館 夏休み子ども体験博物館２０１９ について    （文化財課） 

（６）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） 

（７）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） 

 

７ 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） 

 

８ 傍聴人 １名 

 

（教育長）皆様，こんにちは。定刻となりましたので，ただ今から令和元年６月教育委

員会定例会を開催します。本日の議事録署名委員は，福嶋委員にお願いいたします。 
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（教育長）それでは，議事に入ります。まず，議案第１９１２号「学校県費負担教職員

の人事異動内申について」及び議案第１９１３号「鈴鹿市教育委員会事務局等職員の

任免について」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１４条第７項ただし書の規定に基づきまして，会

議を非公開にいたしたいと存じます。議案第１９１２号及び議案第１９１３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。私と委員の皆さんと書記以外は，御退席願います。 

 

≪教育長・委員・書記（鈴木）以外は退席≫ 

 

議案第１９１２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 

 

議案第１９１３号「鈴鹿市教育委員会事務局等職員の任免について」 

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。先程の議案第１９１２号「学校県費負担教職員の人

事異動内申について」及び議案第１９１３号「鈴鹿市教育委員会事務局等職員の任免

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，次の議事に入ります。議案第１９１４号｢学校運営協議会委員の任

命について」をお諮りします。 

 

（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４７条の６第２項の規定に基づき，学校運営協議会委員の任命を行うにつ

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。 

 

（教育支援課長）それでは，私からは議案第１９１４号「学校運営協議会委員の変更」

につきまして，説明申し上げます。４ページを御覧ください。椿小学校長から学校運

営協議会委員の変更についての申請がありました。今田行隆委員が一身上の都合に

より令和元年５月８日付けで辞任されました。その後任として椿小学校長から小社
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町の自治会長を務めてみえる吉田俊二様の推薦がございました。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。 

 

（福嶋委員）辞任の理由のところに一身上の都合とありますが，学校運営協議会で何か

トラブルがあったのでしょうか。 

 

（教育支援課長）そういったトラブルに関したことではございません。 

 

（福嶋委員）推薦理由についてですが，「学校教育に協力的であるため」という表現でよ

いのかと思います。協力的でない方はだめなのでしょうか。例えば，「意識が高い」

などの方がよいのではないでしょうか。 

 

（教育支援課長）そのあたり，今後は学校長からきちんと聞き取りをして，表記してい

きたいと思います。 

 

（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１９１４号「学校運営協議会委員の任命について」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１９１４号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）次に，議案第１９１５号｢鈴鹿市文化財調査会委員の委嘱について」をお諮り

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，鈴鹿市文化財保護条例第４条の規定

に基づき鈴鹿市文化財調査会委員の委嘱を行うについて，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。 

 

（文化財課長）それでは，私からは議案第１９１５号「鈴鹿市文化財調査会委員の委嘱」

につきまして，御説明申し上げます。６ページを御覧ください。鈴鹿市文化財調査会

でございますが，鈴鹿市文化財保護条例第４条の規定に基づき、文化財に関する諮問
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機関として文化財の保護に関する調査研究を行い，文化財の指定及び指定解除等に

ついての答申，並びにその他文化財の保護に関する必要な事項についての意見具申

を行うものであり，その委員を委嘱するものでございます。なお，今回の委嘱は，二

年間の任期の満了に伴うものでございます。これまで，文化財の各種別において，そ

れぞれの専門的な知識及び経験が豊富な１１名の学識経験者に，その任にあたって

いただきましたが，全員の方に，引き続きお願いいただくことで内諾を得ております。

今回，御審議いただく委員及び種別ごとの担当につきましては６ページに記載のと

おりでございます。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。 

 

（山中委員）この調査会というのは，定期的に開かれるものなのか，必要に応じて開か

れるものなのか，教えていただけますでしょうか。 

 

（文化財課長）文化財調査会につきましては，年２回開催しております。不定期なもの

としては，調査の必要が生じた場合には，専門の委員の方に調査に行っていただくこ

とがあります。 

 

（下古谷委員）前回から継続ということですが，長くされている方は，何年くらいにな

るのでしょうか。 

 

（文化財課長）長い方は３０年近くになってきている方もみえます。 

 

（福嶋委員）半分くらいの方は存じ上げているのですが，やはりその分野で権威のある

方に来ていただいていると思います。 

 

（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１９１５号｢鈴鹿市文化財調査会委員の委嘱について」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１９１５号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）次に議案第１９１６号「令和元年度鈴鹿市立図書館協議会委員の任命につい

て」をお諮りいたします。 
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（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，図書館法第１５条の規定に基づき鈴

鹿市立図書館協議会委員の任命を行うについて，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１９１６号「令和元年度鈴鹿市立図書館協議会

委員の任命」につきまして，説明申し上げます。８ページを御覧ください。鈴鹿市立

図書館協議会委員の任命につきましては，５月の教育委員会定例会において，委員９

名の承認をいただいておりますが，今回，御審議をお願いするのは，増員する１名の

委員についてでございます。委員の増員につきましては，今年度から充実が図られる

鈴鹿市学校図書館巡回指導活用事業において，その関係者が委員となることで，鈴鹿

市立図書館と学校図書館との連携や情報共有が図られ，図書館業務及び読書活動推

進等の活性化につながることから今年度の受注事業者と協議し，本事業を現場で取

り仕切る担当者の阿原康子様を派遣いただきます。任命の基準としましては，学校教

育の関係者として，委員の任期は，受注事業者との覚書締結日からとする７月１日か

ら翌年の５月３１日まででございます。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。 

 

（福嶋委員）委員の選考には異存はありません。鈴鹿市の市立図書館は，学校の図書館

に具体的にどのようなアドバイスをしていただいているのでしょうか。 

 

（図書館長）学校図書の支援としまして，図書館の中で，同じテーマや教科書に沿った

図書について，３０日，１００冊まで学校にお貸しするようになっています。また一

般の閲覧の方にも同じテーマ５冊について，学校の団体登録をしていただいていま

すので，その登録においてお貸しすることになっています。今までは，学校との交流

はほとんどなかったのですが，このように委員に来ていただきまして，学校での課題

であるとか図書館と子どもとの課題について，相談などできるのではないかと思い

派遣をお願いしました。 

 

（福嶋委員）お貸しする図書を選んだりしていただけるということなのでしょうか。 

 

（図書館長）はい，御相談にものりますし，今回派遣いただく方，実際に学校に赴く方

も司書の資格をお持ちの方ですので，その方の考えもあると思いますし，図書館から

のアドバイスもできると思います。 

 

（福嶋委員）ありがたいと思います。学校にお貸しする図書というのは，足りているの
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でしょうか。 

 

（図書館長）教科書の改訂があるごとに確認をして，できるだけ揃えてはいますが，一

般の図書も一緒に購入することになりますので，うまく調整しながら購入しており

ます。 

 

（福嶋委員）せっかくそういった担当者が付くので，そういった図書も充実していただ

ければありがたいと思います。 

 

（山中委員）以前から学校図書館と市立図書館が連携することは大事だと思っていまし

て，すごく良い取組だと思います。この学校図書館巡回指導活用事業というのは，４

月から始まっているのでしょうか。もし始まっているのであれば，４月からの間で，

このような取組があった，学校からこのような働きかけがあったなどの事例があれ

ば，教えていただけませんでしょうか。 

 

（図書館長）４月に学校の教職員に向けての説明会がありましたので，その時に図書館

からも会議に出席させていただいて，図書の運用に関して説明させていただきまし

た。そのあと支援員さんが決まったようでしたので，支援員さんについては図書館に

お越しの際に運用について説明したり，図書についてアドバイスをさせていただき

ました。６月に入りましたら２，３人の支援員さんがおみえになりましたので，そう

いった対応をさせていただきました。図書館としては，現在直接支援員さんとの交流

はしておりません。 

 

（教育指導課長）学校図書館での巡回指導員の業務委託に関して，５月末で巡回指導員

さんが決定しまして，６月の初めから各学校に派遣をさせてもらっています。その中

で各学校が巡回指導員の方々を有効活用し，子どもが読書好きになるような手立て

や魅力ある図書館作りについて各学校と調整，連携を取って進め始めたところです。 

 

（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，お諮り

します。 

 

（教育長）議案第１９１６号「令和元年度鈴鹿市立図書館協議会委員の任命について」

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１９１６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年度教育委員会活動の点検・評
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価について」を，お願いいたします。 

 

（参事兼教育総務課長）それでは，報告事項の１番目，「平成３０年度教育委員会活動の

点検・評価」につきまして，各所属による点検・評価報告書（案）がまとまりました

ので，説明申し上げます。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，これは，「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して，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（案）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」として，有識者の意見を掲載し，構成することといたしております。次に，内

容でございますが，Ａ３横になっております５ページは,各基本事業について，平成

３０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年度からスター

トしております鈴鹿市教育振興基本計画において，施策の基本的な方向ごとの事業

の取組の中で，主に取り組む２６項目を対象としております。そして，６ページから

３１ページまではこの２６項目ごとに各担当課が評価を行い，一枚のシートにまと

めて記載してございます。また，昨年度同様，目標値と実績値をグラフ化することに

より，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る令和元年

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，報告書における個々

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，今回の報告書（案）の概要でございます。ま

た，今年度につきましても，担当所属が行いました評価案を教育委員の皆様に加筆・

修正していただき，共に一次評価を行う手法とさせていただきますので，御理解をい

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，御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

の皆様からは，７月１６日（火）までに赤字で加筆・修正していただき，事務局へ報

告いただきたいと存じます。その後，事務局で一次評価の最終原案を作成し，８月に

予定しております教育委員会懇談会にて，一次評価報告書（案）について意見交換を

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おります。会議は公開で行い，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しており，また，教育委員

会ホームページ等に，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，委員の皆様よりいただきました意見を整理しましたあとに，仮確定

をさせていただき有識者の方へ御意見を求めてまいりたいと考えております。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
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（案）を提出させていただき，承認をいただきましたら，市議会１２月定例会に，報

告書を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」や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。報

告事項の１番目，「平成３０年度教育委員会活動の点検・評価」についての説明は，

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。 

 

（吉澤委員）「６－１ 開かれた学校・幼稚園づくり」のコミュニティー・スクールの推

進の今後の方向性のところで，６つの項目があげられていますが，２９年度を見ます

と，７つの項目があがっていて，１つだけ省かれていますが，これはなぜでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）見直しにつきましては，単年度ごとに確認させていただいてい

ることから，必ずしも同じということではなく，２９年度から比べますと「「児童生

徒の学習意欲や学力向上」については，地域人材を活用したキャリア教育を充実させ，

授業や，放課後などに学習支援ボランティアによる学習支援を拡充する。」という項

目については，今回抜かせていただきました。 

 

（教育次長）昨年度の資料ですと，５点目のところに「地域人材の活用を含め，学校支

援ボランティアの拡充を図る。」とあると思いますが，その下に「「児童生徒の学習意

欲や学力向上」については，地域人材を活用したキャリア教育を充実させ，授業や，

放課後などに学習支援ボランティアによる学習支援を拡充する。」とあり，そういっ

たものを拡充させるということで，今回１つにしている部分がございます。ただ，教

育総務課長からもありましたが，基本事業ごとに今後の方向性が何点なければいけ

ないという縛りはないものの，これをたたき台として先ほど示しました期日までに

各教育委員さんから修正案などをいただきながら，例えばここの表記についても変

えていくことや，この部分を見習えというような忌憚のない御意見ををお願い申し

上げたいと思います。 

 

（教育長）本当に細部まで見ていただきありがとうございます。さきほど申し上げたよ

うに第１次的な評価ということで，昨年の方向性として考えていたことを今年も入

れた方が良いというような御意見を書いていただいて，それを反映させていただけ

ればと思います。毎年度ごとの点検・評価となりますので，少しずつ修正されていき

ます。ほかにはこの点検・評価の手順やスケジュールなども含めて，御意見はござい

ませんでしょうか。 

 

（福嶋委員）教育振興基本計画との関係について，今回は平成２８年度から始まってい

て，それに沿った項目で点検・評価をしてきたということで，それが次回の点検・評
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価も現在の教育振興基本計画に沿ってということでよろしいのでしょうか。現在，新

しい教育振興基本計画を作成中だと思いますが，それはいつから反映されていくの

でしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）現在，教育振興基本計画の策定作業を進めておりまして，それ

につきましては，合わせている部分もありますが，ストレートに合わせている訳では

ございません。教育振興基本計画につきましては，総合計画 2023の後期基本計画と

連動，整合しながら策定しているところでございますので，新学習指導要領に対応す

る新しい修正等が出た場合には，当然こちらの点検・評価の項目も具体的な反映を考

えていきたいと思います。 

 

（福嶋委員）今，学校を巡り大きな変換点にあって，おそらくこの教育振興基本計画も

かなり変わると思います。そういう面で変わるというのは，いつぐらいからこちらの

点検・評価に反映されてくるのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）教育振興基本計画の策定作業の完了が，令和２年の３月になり

ますので，それを踏まえてこちらの点検・評価に反映させていただきますと，１年ず

れていくと考えております。 

 

（教育次長）補足の説明をさせていただきます。点検・評価についての質問の中で，別

添の資料の１ページの四角で囲った部分の地方教育行政の組織及び運営に関する法

律の抜粋の中で，点検・評価の規程がありますので，読ませていただきます。「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及び評価

を行い，その結果に関する報告書を作成し，これを議会に提出するとともに，公表し

なければならない。」とあります。ということで，毎年事務の点検をするということ

のみが書いてございます。３ページの「（３）点検・評価の対象」では，鈴鹿市とし

て，事務の点検・評価については，４年間の計画として教育振興基本計画にあがって

いる各種基本事業の取組の中でも，特に重点と置いて取り組む２６項目をあらかじ

め決めておりますので，この項目の進捗を管理することで点検・評価としております。

今年お見せしておりますのは，昨年度，平成３０年度の点検・評価ですので，来年の

この時期には教育振興基本計画の最終年度の平成３１年度の点検・評価を同じよう

にすることになります。一方で，教育振興基本計画は別の法律で国の法律を参酌して

作成するとなっています。今年は総合計画 2023の後期の基本計画の策定も，この秋

くらいまでに素案を作っていくことになりますので，点検・評価やアンケートも踏ま

えた上で，別途の作業として教育振興基本計画については定め，今のところの考えと

しては，基本事業なども時代に即したかたちで定めていくということになろうかと

思います。 

 

（教育長）ほかにはよろしいでしょうか。それでは，７月１６日（火）までに御意見，

御質問等を含めて赤字で加筆・修正のほどよろしくお願いいたします。 
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（教育長）それでは，報告事項の２番目，「令和元年度鈴鹿市立幼・小・中学校（園）の

修了証書授与式・卒業証書授与式について」をお願いいたします。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは報告事項の２番目，「令和元年度鈴鹿市立幼・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。

１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，令和

２年３月２３日（月）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，令和２年３月１９日（木）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，令和２

年３月６日（金）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，日程が近づきましたら，お知らせをさせていただき

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。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，報告事項の３番目，「「第３次鈴鹿市

子ども読書活動推進計画」の見直しについて」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３番目「「第３次鈴鹿市子ども読書活動

推進計画」の見直し」につきまして，説明申し上げます。資料の２ページを御覧くだ

さい。平成２９年３月に策定しました本計画は，計画期間を平成２９年度から令和５

年度までの７年間とし，鈴鹿市総合計画 2023の個別計画として位置付けされている

ものでございます。今年度は，総合計画前期基本計画の終了年度であることから，中

間見直しとして取組の検証を行い，後期基本計画と連動した指標の設定を行うため，

アンケート調査を実施いたします。アンケート調査は，保育所，保育園，幼稚園，認

定こども園に通う５歳児の保護者の方を対象に，７月１日から１２日までの期間で

実施いたします。アンケート用紙の見本も，資料につけさせていただいておりますが，

本計画策定のため平成２８年２月に実施したアンケートの内容と全く同じ設問でご

ざいます。また，計画の見直しスケジュールにつきましては，資料に記載のとおりで

ございます。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。 

 

（山中委員）アンケートで５歳児クラスを対象にしていることについて，読書活動は小

学校，中学校も重要だと思うのですが，５歳児クラスを対象とした理由を教えていた

だけませんでしょうか。 

 

（文化振興課長）乳幼児期の５歳児についてのアンケートをさせていただきますが，小
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中学校の読書活動につきましては，全国学力学習状況調査をしていただき，そちらを

参考にさせていただきます。５歳児についてはその資料がございませんので，アンケ

ートをさせていただきます。 

 

（福嶋委員）アンケートの内容も前回とほぼ一緒ということになっていますが，これは

なぜ同じ内容にされているのでしょうか。 

 

（文化振興課長）今現在，この計画は中間での見直しとなっておりまして，第３次鈴鹿

市子ども読書活動推進計画の中に目標が入っているのですが，こちらが平成３１年

度で目標を立てておりまして，今後この内容につきまして同じ内容で進捗を見たい

ということで，同じ内容でアンケートをさせていただきます。 

 

（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

の４番目の「考古博物館 企画展「今の道具 昔の道具 ずーーっと昔の道具」につ

いて」から報告事項の６番目の「考古博物館「なるほど探検隊」スタンプラリーにつ

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４番目，考古博物館企画展「今の道具 昔

の道具 ずーーっと昔の道具」，５番目，「夏休み子ども体験博物館２０１９」につい

てと６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，併せて説明さ

せていただきます。６ページを御覧ください。考古博物館では，企画展「今の道具 昔

の道具 ずーーっと昔の道具」を令和元年７月１３日（土）から９月１６日（月・祝）

まで開催いたします。遺跡から出土する遺物は，かつてその地に住んでいた人々が生

活に使っていた道具で，縄文から近代の様々な道具が見つかっています。調理や食事

などの日常生活に使われた道具や，農具など仕事に使われた道具など，現在に通じる

形の道具もあれば，すっかり形を変えてしまった道具もあります。今回の展示では，

現在の道具，昭和の道具，遺跡から出土した古代の道具を一堂に集め，古代から現代

までの形の変化や材料の移り変わりなどを展示することで子どもたちに考古学への

関心を持っていただくとともに，歴史学習の一助となればと考えております。開催期

間中の主な関連行事といたしましては，「こどもと学ぶ講演会」といたしまして１回

目は，８月７日（水）午前１０時４５分から「縄文時代のキッチン事情」と題し，三

重県教育委員会の小濱学さんを，２回目は８月２１日（水）１０時４５分から演題「く

らしの道具 いま・むかし」として，三重県総合博物館の宇河雅之さんをお招きし講

演会を開催いたします。さらに，展示解説を，７月２５日（木）・８月２８日（水）

それぞれ午前１０時１５分から１１時まで開催いたします。続きまして，「夏休み子

ども体験博物館２０１９」について御説明いたします。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，休館日を除き，

毎日開催します。スペシャル体験講座として，磐城山遺跡発掘体験とドキドキワーク

ショップ「土器で塩を作ってみよう！」を開催します。磐城山遺跡発掘体験につきま
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しては，小・中学生を対象に，実際の発掘調査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す。実施日は７月２８日（日）の９時か

らと１３時３０分からの２回で，雨天の場合は８月４日（日）に順延いたします。ド

キドキワークショップ「土器で塩を作ってみよう！」につきましては，１０月から開

催予定の特別展「塩をつくり，運ぶ ～伊勢湾をめぐって～」のプレイベントとして，

小・中学生を対象に，土器を使った古代の塩作りを体験していただくものです。実施

日は７月２４日（水），８月１１日（日）の２回を予定しており，開始時間は，それ

ぞれ１３時３０分からとなっています。なお，雨天の場合は，中止いたします。夏休

み限定講座としましては，資料７ページのとおりでございまして，自然素材を使った

竹笛や，麦わらの虫かごづくり，草木染などの１４種類１７講座を日替わりで開催い

たします。実際の瓦や土器を使った拓本や古墳模型作りなどは，夏休みの自由研究や

工作などに利用できることもあって大変好評をいただいております。なお，夏休み期

間中は，毎日１００人を超える来館者が見込まれますので，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。最後に博物館「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。７月１３日（土）から９月１６日（月・祝）までの企画展の開催期

間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，小・中学生，保護者

等でございます。スタンプラリーの対象施設は，鈴鹿市考古博物館・鈴鹿市文化会館

プラネタリウム・佐佐木信綱記念館・大黒屋光太夫記念館・庄野宿資料館・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。これらの施設は，考古，天文，

偉人，歴史，文化などさまざまな学習に供するため設置されたもので，スタンプラリ

ーを実施することにより施設間の連携をすすめるものです。スタンプラリーを通じ，

夏休み期間中の子どもたちが，各施設を周り，クイズに答え，楽しみながら学習し，

体験することを目的としています。参加方法といたしましては，スタンプラリーの台

紙を入手後，各施設にあるスタンプを台紙に押しながら，「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としては，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。スタンプが３個及び５個集まったら，３館目，５館目の

施設でそれぞれ，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，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

の認定証のほかにＡ賞ポストカード５枚組みとオリジナル缶バッジ１個，Ｂ賞星座

早見盤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

は数に限りがありますので，先着順となります。参加記念品等の引渡し期限は，令和

元年１０月３１日までといたします。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。 

 

（福嶋委員）いつもいろいろと子どもたちのために企画していただき，ありがとうござ

います。今回，特にスタンプラリーという鈴鹿市を縦断して周るということで，アイ
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デアが良く，魅力的な行事だと思いました。 

 

（下古谷委員）夏休み子ども体験博物館などのイベントを充実していただきまして，素

晴らしいと思います。スペシャル体験講座の遺跡発掘体験で各回定員が２０人とあ

り，要予約ということですが，こういうイベントの場合，たくさん応募が来て，抽選

となるのでしょうか。 

 

（文化財課長）いつもほぼ定員がいっぱいになるくらい来ていただきます。さらに来て

いただくとお断りをしないといけないことになりますが，幸いぎりぎりのところで

の開催となっております。 

 

（山中委員）これは夏休み子ども体験ですので，対象は子どもで，大人の参加はできな

いのでしょうか。以前に新聞にも載っていましたが，磐城山遺跡発掘体験などには参

加できないのでしょうか。 

 

（文化財課長）お子さん中心ということで，御家族の方は一緒に参加いただけます。だ

いたい１組３，４人というかたちになります。 

 

（教育長）大人向けのイベントはないのでしょうか。 

 

（文化財課長）ほかの限定講座などは，お子さん中心にはなりますが，大人の方をお断

りすることはございませんので，よろしくお願いいたします。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，報告事項の７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」をお願いいたします。 

 

（図書館長）それでは，私からは報告事項の７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。９ページを御覧ください。図書館

では，夏休み期間中に「夏はやっぱり図書館へ！」と題して各種イベントを開催する

予定でございます。まず本館と江島分館において「夏休み子ども映画会」を開催いた

します。本館は７月２３日（火），２４日（水）２階の視聴覚室において，江島分館

は７月２７日（土）と８月２４日（土）２階のギャラリーにおいて，午前，午後の部

それぞれ違った内容のアニメーション映画を上映いたします。また，図書館ボランテ

ィア「ぶっくりん」と「グランま～ま」の御協力をいただきまして，７月１３日（土）

から読書ノートの配布を７月１３日（土）から実施し，小学生を対象とした物語の読

み語り会を本館は８月２４日（土）に，江島分館は８月２５日（日）に開催いたしま

す。続きまして本館では，夏休み手作り絵本教室を７月３０日（火），３１日（水）

本館２階の視聴覚室において実施いたします。本年度は，「とびだす絵本」を制作い

たします。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，毎年，人気

のある教室でございます。そして，大人向けの講座といたしまして，図書館お役立ち
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講座「野菜づくりのコツと裏ワザ（秋冬野菜編）」を実施いたします。一般社団法人

農山漁村文化協会から講師をお迎えし，野菜づくりに役立つコツと裏ワザを映像を

見ながら紹介していただきます。次に江島分館では，「おりがみ教室」を８月１９日

（月）２階ギャラリーにおいて実施いたします。本年度は，講師の皆さんオリジナル

の伸び縮みする「はらぺこあおむし」などを作ります。また，夏休み期間中恒例の，

図書館探検クイズも行います。最後になりますが，若年層の利用促進として実施して

おりました体験型謎解きイベントですが，本年度は「ノーボードゲーム・ノーライフ」

in 鈴鹿市立図書館と題しまして，ボードゲーム体験会に変更して７月２０日（土）

に実施いたします。まずは，若い人たちに来館してもらうことを目的とし，コミュニ

ケーションの場としての図書館という視点も含め新しいことに着手いたしました。

電源を使わない，机上でのボードやカードを利用したゲームを体験しながら，ゲーム

の世界観をイメージし，対戦者の感情や考えを読む。そのことが，より豊かな読書へ

導く効果が期待されているイベントでございます。事前申し込み４０人，当日参加者

１０人の枠を設け中高生，大学生をはじめ広く周知して，鈴鹿市立図書館への来館を

呼びかけ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）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）｢７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）７月定例会でございますが，令和元年７月１６日（火）午後１

時３０分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,７月教育委員会定例会を令和元年７月１６日（火）

午後１時３０分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）以上をもちまして令和元年６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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６月教育委員会定例会終了 午後４時３９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 


