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令和２年９月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 令和２年９月２９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（亀井正俊），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），参事兼教育政策課長（竹下直哉），学校教育課長（磯部仁），教育指導課長

（堀之内宏行），教育支援課長（藤本寧夫），文化財課長（野呂和伸），文化財課主幹

（藤原秀樹），文化財課係員（代田美里），参事兼子ども政策課長（伊藤道彦），参事

兼子ども育成課長（坂本悦子），書記（鈴木明），書記（川村浩司） 

 

５ 議事 

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

（２）文化財の指定について                    （文化財課） 

（３）文化財の指定について                    （文化財課） 

（４）文化財の指定について                    （文化財課） 

（５）鈴鹿市立保育所・幼稚園施設整備に関する基本方針について 

                          （子ども政策課・子ども育成課） 

 

６ 報告事項 

（１）令和２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） 

（２）埋蔵文化財包蔵地における配水池更新事業に対する意見照会について 

（文化財課） 

（３）大黒屋光太夫記念館 開館１５周年記念特別展について      (文化財課) 

（４）新型コロナウイルス感染症に関する対応について        （教育総務課） 

 

７ その他 

（１）令和２年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 ２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２年９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，下古谷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。議案第１９６６号「学校運営協議会委員の任命

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４７条の５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１９６６号「学校運営協議会委員の任命」

につきまして，説明申し上げます。２ページを御覧ください。４月２８日の４月教育

委員会定例会にて，４１６名の学校運営協議会委員の任命をいただいたところですが，

清和小学校から委員の変更の申請がございました。一身上の理由から辞任される方が

１名に対して，自治会長を務めてみえる方１名を推薦することによる変更の申請でご

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。 

 

（教育長）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１９６６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１９６６号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）それでは次に，議案第１９６７号「文化財の指定について」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１条の規定

に基づき，鈴鹿市の文化財として指定するについて，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。 

 

（文化財課長）それでは，私からは議案第１９６７号「文化財の指定について」につき

まして，御説明申し上げます。３ページを御覧ください。７月２８日開催の鈴鹿市文

化財調査会におきまして古文書｢極珍書｣の文化財指定について諮問し，審議いただき

ました。「極珍書」は、市内若松にあります心海寺に伝わる書物で,光太夫と共にロシ
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アから帰国した磯吉の数少ない聞書の１つです。末尾に芙蓉老謹書とあるので，「漂流

船実録」等を著し，寛政６年（１７９４年）に行われた小市の追善供養の際には唱導

役を勤めた芙蓉館木翁と名乗る人物による磯吉からの聞書と思われます。木翁は，そ

の時すでに８２才という高齢であり，光太夫が帰郷したら聞き取りをしたいと書き残

していますが，実際の聞き取り記録は見つかっていません。光太夫からの聞き取り記

録である「北槎聞略」に比べると質・量ともに及ぶべくもなく，誤記や錯誤も多々見

られますが，数少ない磯吉からの聞書であり，また，公的記録では知りようもない神

昌丸漂流事件がこの地域社会に与えた一面を知る事ができる資料として「漂流船実録」

とともに貴重であると言えます。今回，指定文化財候補として，審議いただきました

ところ文化財的価値があると判断され，指定することが妥当であるとの答申をいただ

き，市の文化財として指定をお願い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）「極珍書」というのは，どういうものか簡単に説明いただけませんでしょ

うか。 

 

（文化財課係員）「極珍書」というのは，大黒屋光太夫と一緒に帰国した磯吉という人物

がおり，ずっと光太夫と一緒に江戸で暮らすのですが，一度だけ許されて故郷の若松

に帰ってきております。その時に若松の古老である木翁という人物が磯吉から直接ロ

シアでの話を聞いて，それを聞書として残された書物がこの「極珍書」になります。

光太夫からの聞書というのは，色々な学者さんや大名などが書き残したものがたくさ

ん残っていまして，一番有名な聞書というのは，北槎聞略という国の重要文化財にな

っているものはあります。ただ，磯吉のものというのはほとんど残っていないので，

そういった意味でも地域史料としては貴重ではないかということになりました。 

 

（下古谷委員）磯吉について，これ以外に文化財指定されたようなもの，それに値する

ようなものというのはあるのでしょうか。 

 

（文化財課係員）磯吉の直接の持ち物や聞書について指定されているものは現在ありま

せん。一緒に帰ってきて根室で亡くなった小市の遺品が現存しているのですが，それ

は今回指定させていただいています。 

 

（山中委員）木翁というのは僧侶ではなく，唱導役を勤めたということは，地元の重鎮

というか，そういった存在であったということでしょうか。 

 

（文化財課係員）そうです。僧侶ではなく，年齢も８０歳を過ぎているので，古老で一

目置かれるような存在ではないかと思います。 
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（福嶋委員）今回指定のものと，今までにも大黒屋光太夫関連のものがずっと出てきて

います。指定されるのはとても良くて，鈴鹿市の大切なものを保存していくというこ

とは，大切だと思っています。今回，大黒屋光太夫関連のものが続いて出てきたとい

うのは，何かきっかけがあったのでしょうか。 

 

（文化財課係員）大黒屋光太夫記念館が今年１５周年を迎えるということもあり，最初

はこの「極珍書」であったり，この後出てくる漂流船実録であったり，「点」だったの

ですが，この１５年の間に，いろいろな地元の資料が出てきまして，木翁という人自

体も全然わかっていなかったのが，だんだん「点」から「線」になってわかってきた

ということもあります。地元の地域史料としての漂流記の中で代表的な二点は指定し

ても良いのではないかということに近年なってきたということです。 

 

（福嶋委員）鈴鹿市にとって大黒屋光太夫というのは，やはり一つの宝であり，ほかの

市外に発信できる大きな宝であるので，是非今後とも活用をしていただければと思い

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。議案第１９６７号「文化財の指定について」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１９６７号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）それでは次に，議案第１９６８号「文化財の指定について」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１条の規定

に基づき，鈴鹿市の文化財として指定するについて，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。 

 

（文化財課長）続きまして，議案第１９６８号の「文化財指定について」につきまして，

御説明申し上げます。７から８ページを御覧ください。先ほどと同じく，７月２８日

開催の鈴鹿市文化財調査会におきまして，古文書｢漂流船実録｣１点の文化財指定につ

いて諮問し，審議いただきました。「漂流船実録」は，「極珍書」と同じく木翁によっ

て編まれた光太夫漂流の顛末をまとめた書物で，遭難した時の詳細，その後の地元の

様子，光太夫帰国の報に接した地元の様子などを伝えていることに特徴があり，ほか

の漂流記には見られない，この地域で神昌丸漂流事件がどう受け止められていたのか
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を示す史料です。光太夫関係の漂流記は転写を繰り返しながら広まっていったため膨

大な量が残されていますが，本書は地元で編まれたもので，転写本も少なく，貴重で

す。内容から磯吉からの聞き取りをもとに編集された可能性が高く，巻末には，磯吉

の帰郷に関する文書が転載されています。今回，指定文化財候補として，審議いただ

きましたところ文化財的価値があると判断され，指定することが妥当であるとの答申

をいただき，市の文化財として指定をお願い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）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１９６８号「文

化財の指定について」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１９６８号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）それでは次に，議案第１９６９号「文化財の指定について」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１条の規定

に基づき，鈴鹿市の文化財として指定するについて，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。 

 

（文化財課長）続きまして，議案第１９６９号「文化財指定について」につきまして，御

説明申し上げます。１１から１３ページを御覧ください。７月２８日開催の鈴鹿市文

化財調査会におきまして歴史資料｢小市の遺品｣の文化財指定について諮問し，審議い

ただきました。根室まで帰国しながら亡くなった賄・小市の所持品は，幕府の意向に

より妻のけんに下げ渡されました｡その遺品には，ロシアから持ち帰った器物が４７

点含まれていましたが，その大半は散逸・破損・売却され，現在は櫛，スプーン，ナ

イフ，帽子襟章，バッチ，靴じめ金具，椀，ひげあげ，きせる，靴など１３点及び銅

貨３枚（ロシア２コペック，シベリア１０コペック，シベリア２コペック）が大黒屋

光太夫記念館に保管されています。その遺品は，光太夫一行が帰国した翌年である寛

政６年に，小市の「追善供養」と銘打って，若松村宝祥寺において故郷の人々に展覧

されました。その後，寛政７年には名古屋，寛政１１年には伏見桃山，文化元年には

北伊勢でも同様の展覧が行われた記録が残っており，ほかにも各地で催されていたと

推測できます｡海外の器物を目にすることなど殆どなかった当時の人々にとって，こ
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のような展覧は当時流行していた秘仏開帳や見世物興行などとおなじく好奇心をくす

ぐる絶好の機会だったのかもしれません。市内に残るほかの光太夫関連の器物は，文

献上伝来がはっきりしないものが多いですが，小市の遺品は，小市がロシアから持ち

帰り幕府から藩を通じて下げ渡された経緯が確認でき，その後の展示についても各地

に関連資料が多く残されており、貴重です。神昌丸漂流事件がこの地域社会に与えた

一面を知る事ができる歴史資料として価値が高いと判断されます。今回，指定文化財

候補として，審議いただきましたところ文化財的価値があると判断され，指定するこ

とが妥当であるとの答申をいただき，市の文化財として指定をお願いするものでござ

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。 

 

（吉澤委員）これらの古文書や遺品を文化財として後世に残すということは，素晴らし

いことだと思いますが，これらを光太夫記念館に展示する時に，説明書と一緒に置く

のではなくて，しっかりと価値観を表せるような方や，またイラストを描く方をボラ

ンティアで募集していただいて，理解が深められるような雰囲気も作っていただけた

らと思います。そういったことに協力してくださった方には，御礼の言葉とともに市

報に載せたりしていただければ，ボランティアの方も増えていくのではないかと思い

ますが，いかがでしょうか。 

 

（文化財課長）吉澤委員がおっしゃるとおり，展示するだけではなく，いろいろな方々

に見てもらって，白子の偉人がこのようなものを残していってもらったのだというこ

とを，イラストや説明文など，今も現状ボランティアの方にお願いをしてやっていた

だいていますので，より一層皆さんに喜ばれるような展示を目指してやっていきたい

と思っています。 

 

（山中委員）私たちの年代は江戸時代というと鎖国政策で，一旦出ていった人間はなか

なか帰って来ることができないということで，光太夫にしても結局江戸で留め置かれ

たということを聞いています。これを見ていくと，小市さんのいろいろな物が三重県

だけではなく，伏見桃山や名古屋などいろいろなところで展覧されるというか，広く

外国へ行った者が一般の庶民の目に触れています。そうすると，学校で学んだ内容と

は大きく違うという事実というのを感じました。そういったところも少し書いていた

だいたら，子どもたちにとっても良い勉強になるのかと思いました。 

 

（教育長）ありがとうございます，御意見として承らせていただきます。 

 

（福嶋委員）今回候補に挙がっているのは，かなり保存状況の良い史料が結構多いので

すが，こういったものは保存の状態と，歴史的価値という２つが指定する時に考慮す

る面があると感じるのですが，その辺りはどうなのでしょうか。保存状況があまり良

くないと，指定されないということではなく，歴史的価値が優先されるのでしょうか。 
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（文化財課係員）やはり歴史的価値があるものが第一優先になると思いますが，今，保

存処理や修復の技術もかなり高度なものがありますので，指定された後で修復という

ことも可能だと思います。市で持っているもの以外にも個人でお持ちのものに対して

も，指定されることによって修復の指導や補助のメニューなども使えるようになって

きますので，あくまで指定の価値というのは歴史的価値になってくると思います。 

 

（福嶋委員）鈴鹿市には江戸時代に活躍している方もみえるし，佐佐木信綱関係もあり

ます。そういった指定を待っている文化財というのは多いのでしょうか。 

 

（文化財課係員）地元からそういった問い合わせや指定の御希望をいただくことが年に

数回ありまして，その度に調査をして文化財調査会に上げていくという形になってお

ります。おそらく今後も上がってくると思います。 

 

（福嶋委員）今後も活発にしていただければと思います。 

 

（下古谷委員）小市の遺品として写真に挙げていただいているようなものというのは，

歴史的に価値があるということはよくわかるのですが，この中でも非常に価値がある，

歴史的価値が高いというものが特にあれば教えてください。 

 

（文化財課係員）小市がロシアから持ち帰ってきたものということでは，全体的に価値

が高いのですが，例えばこの靴は，実は魚の鮭類の皮からできていまして，アムール

川流域の文化のものではないかと言われておりまして，そういった人たちは鮭の皮の

靴というのを割と履くそうです。そういった文化交流があったことを示すものではな

いかと推測できます。この写真には載せていないですが，ひげあげというものもあり

まして，食事をする時にアイヌのひげを生やしている方が使う道具のようですが，そ

ういったものも含まれているので，ロシアからだけでなく，根室に帰ってきてからの

アイヌの人たちとの交流などを示す史料も含まれていまして，貴重だと思います。 

 

（下古谷委員）そういったバックグラウンドというのがほとんどわからないので，あり

がたいです。 

 

（教育長）お聞きしていると，光太夫記念館に見に行きたくなってきます。 

 

（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１９６９号「文化財の指定について」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 
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（教育長）御異議がないようですので，議案第１９６９号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）それでは次に，議案第１９７０号「鈴鹿市立保育所・幼稚園施設整備に関す

る基本方針について」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，鈴鹿市立保育所・幼稚園施設整備に

関する基本方針を定めるについて，鈴鹿市教育委員会の教育長への事務委任等に関す

る規則第１条第１号の規定により，この議案を提出いたします。 

 

（参事兼子ども政策課長）それでは，私からは議案第１９７０号「鈴鹿市立保育所・幼

稚園施設整備に関する基本方針」につきまして，説明申し上げます。別冊の資料を御

覧ください。４月教育委員会定例会で素案について御報告させていただきました本方

針の策定に向けた経過といたしましては，市議会全員協議会に提出し，市議会に対し

て説明を行い，また，５月８日から６月８日まで市民の方に対しまして，パブリック

コメントを実施し，御意見をいただきました。本日は，それらの結果を御説明させて

いただくとともに，本方針（案）の御審議をお願い申し上げます。それでは，市議会

全員協議会及びパブリックコメントの結果についてでございますが，まず，市議会全

員協議会におきましては，資料の１６ページのとおり，１件の御意見をいただきまし

た。なお，これによる本方針（案）の修正はございません。次にパブリックコメント

の結果につきましては，資料の１７ページから３１ページまでに記載いたしておりま

す。２０名の方から計４２件の御意見をいただきました。主な御意見といたしまして

は，本方針により統合となる公立幼稚園が所在する地区の今後の幼児教育・保育のあ

り方についての御意見や３年保育の実施を希望するとの御意見，また，遊具の充実に

よる環境整備を求めるとの御意見などをいただいております。次に，意見による本方

針（案）の修正対応についてでございますが，１７ページの意見ナンバー１，１８ペ

ージの意見ナンバー４，１９ページの意見ナンバー６につきまして，本方針（案）の

策定を進める中で，関係する地元や各機関との情報共有を求めるとの趣旨の御意見に

対して，対応欄に記載のとおり，「今後の施設整備については，本市の状況等を踏まえ，

地元や各関係機関と情報共有を図る」との文言の修正を行いました。また，２０ペー

ジの意見ナンバー９につきまして，文章表現についての御指摘がありましたことから，

対応欄のとおり，文言の修正を行っております。以上で市議会全員協議会及びパブリ

ックコメントの結果についての説明を終わらせていただきます。なお，本日御承認を

いただきましたのちには，決裁にて庁内での最終合意を図り，１０月上旬頃を目途に

本市のホームページにおいてパブリックコメントでの意見一覧を掲載するとともに本

方針を公表いたしたいと考えております。よろしく御審議いただきますようお願い申

し上げます。 
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（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）パブリックコメントで，これだけたくさんの意見が出てきたということは，

皆さん，教育に対しての関心が高くて切実感があると感じました。統合化するのには

やはり第一の理由としては，小規模の人数では教育の効果が上げにくいというのが一

つの大きな理由として挙がっています。本当は予算的なこともあって，そういった方

針が出てきたという可能性はないのでしょうか。 

 

（参事兼子ども政策課長）当然予算的なことについても幼児教育を進めていくという大

きな事業でございますので，そういうことも認識していきながら進めていくべきこと

ではあります。やはり適正規模での教育というのが，まず一番大切なことになります

し，それに加えて，今の施設については，築３０年以上の老朽化した施設が大変多い

中で，長寿命化のための大規模改修を行ったり，施設整備を計画的，効率的に進めて

いかなければならないということもございますので，そういったことを総合的に判断

した中で，今回の方針を策定していくということでございます。 

 

（福嶋委員）そういう面では，お答えの中では説得力が少し弱いと感じました。この案

の中で，３２ページにも令和５年度末までに５園を目指して集約を図るとあって，も

う結構目前です。タイムスケジュールとして，それが可能なのか，それに向かって行

けるのかについて，お伺いしたいと思います。 

 

（参事兼子ども政策課長）基本方針はもちろんそうなのですが，幼稚園の休園廃園基準

というのがございまして，それを今まで運用しておりまして，その基準についてはこ

の基本方針（案）の中でも９ページに示させていただいています。幼児教育保育の無

償化というのが昨年ございまして，そういったことを受けて公立の就学前施設の市民

の方の需要というのが大きく変わったということがございます。そのような中でこの

方針を決めていった訳ですが，令和５年度を目途にということで，令和３年，４年，

５年という中で，今通っている園児の皆さんであるとか，その辺りについてはしっか

りと説明していきたいと思っております。この休園基準，廃園基準については，今い

ろいろ把握しているところではありますが，かなり入られる方が少なくなるというよ

うな予測が立っておりますので，令和５年までということではなくて，それまでの間

に休園になるという可能性がございます。そういったこともございますので，その都

度通っていただく園児の方，保護者の方が戸惑うことがないように，しっかり事前に

周知をさせていただきたいと思っています。 

 

（福嶋委員）そうすると，令和５年という目標はそんなに無理なものではなくて，それ

より早く廃園になる可能性が高いということなのですね。 

 

（吉澤委員）３２ページの「公立幼稚園の今後の方向性」というのを読んで，実際のと

ころどうなのかを，現在公立幼稚園に通わせてみえる保護者の方にいろいろお話を聞
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きましたところ，やはりアンケートと同じように３年保育の実施や預かり保育の実施

を実現していただきたいという声が多かったように思います。この２つが叶えば，き

っと公立幼稚園に戻る方も多いのではないかというお話でした。そして，どうして公

立幼稚園が良いのか，その魅力を聞いたところ，小学校との連携がとても取れていて，

小学校に入学する時に不安もなく安心して入れられるということがまず第一で，そし

て，幼稚園を通して地域の事がよくわかったり，地域の人たちとコミュニケーション

が取りやすいというようなことが，すごく大きな要因になっているということでした。

今，少子化が問題になっており，やはり子どもを育てていくのにとても不安な保護者

の方がたくさんみえると思いますが，こういった地域の人たちに助けられながら，そ

の不安感を少しでもなくすことができたら素晴らしいと思いますので，是非この２つ

の条件を考えながら早く実施してあげてほしいと思います。 

 

（教育長）御意見として承ります。ありがとうございます。 

 

（下古谷委員）この中に私立との共存，連携といった言葉がいくつか出てきます。やは

り私立だからできないとか，共存していこうとするとこういう課題があるなど，私立

としての課題などがあれば，教えてください。 

 

（参事兼子ども育成課長）共存，連携という言葉をたくさん挙げさせていただきました。

根底の考えとしては，鈴鹿の子どもを公立であっても私立であっても健やかに育てて

いこうという理念は同じだと思っています。ただ，物理的な問題や配置的な問題があ

り，例えば医療的なケアが必要な子どもさんであったり，支援が必要な子どもさんへ

の配置ができるかというところについては，やはり公立の方が手厚く配置ができると

認識していますし，ここは公立が担っていく部分であるということは感じております。

ただ，私立がそういった面をできないかというとそうではありませんので，そこをう

まく連携を取りながらお互いの役割分担をしながら進めていきたいと思っております。 

 

（下古谷委員）たしかにそのような支援，配慮が必要な方というのは，やはり公立の方

が手厚くできるのかと思います。 

 

（山中委員）パブリックコメントの３６番目のところで，この方は，５園に集約してい

くという件に対して，ほかの方も言われているところですが，市の中央部分に集中し

ているのではないかなどの意見が出されていて，それに対する回答要旨を読む限り，

やはり私も読んでいて，なかなか質問者は納得いかないとは思います。もう少し踏み

込んで，例えば市の西部にはないのではないかという意見がありますが，そういった

部分に対してもう少し丁寧な対応があっても良いのではないかと思います。その辺ど

うでしょうか。書き加え等はできませんでしょうか。もっと説明を加えるならば，回

答の内容を読んでいきますと，選定については規模とか集団，人数とかそういったと

ころに重点を置いて説明をしていただいている訳ですが，質問とうまく一致していな

いように感じます。 
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（参事兼子ども政策課長）このパブリックコメントをさせていただくと同時に，５園に

集約していく中で，廃園になる幼稚園というのが当然出てくる訳ですが，そこの幼稚

園については個別に地区をお伺いさせていただいて，自治会連合会の会長さんである

とか，地域づくりの代表の方などに説明させていただいたという経緯がございます。

また，この意見の中にもあるのですが，特に箕田幼稚園の廃園について，地元から厳

しい意見もいただきました。我々が地域に足を運んだり，またお越しいただいたりと

いう中で丁寧な説明をさせていただきました。箕田地区からは質問状のような形でも

いただきましたので，それに対する回答も文書でさせていただきました。このパブリ

ックコメントに記載してある内容については，その文書で回答させてもらった内容に

沿ったものもございます。箕田地区も何度かやり取りをしていく中で，廃園という方

針が変わりませんので，地元の方からすると，納得ということではないかもしれませ

んが，丁寧に回答していく中で一定の御理解をいただいておりますので，こういった

説明を箕田地区に対する回答についても，パブリックコメントに対する回答について

も同じような形でさせていただいたという結果がこの中身でございます。そういった

意味で御理解いただきたいと思います。 

 

（山中委員）箕田地区について，その子どもたちをどうするのかという意見がやはり出

ていまして，納得する部分もあるのですが，それに対しても地元では丁寧に説明を重

ねていただいているということですね。 

 

（参事兼子ども政策課長）パブリックコメントにありますように，児童養護施設がござ

いまして，そこに対しましても先日お邪魔させていただいて，中身について説明させ

ていただき，御了解いただいたところでございます。 

 

（福嶋委員）パブリックコメントの後に地区に行って，いろいろお話をしていただいた

ということなのですね。 

 

（参事兼子ども政策課長）同時あるいはその後にも何度か足を運んで並行してさせてい

ただきました。 

 

（福嶋委員）パブリックコメントに対するお答えというのは，地元の方たちも熱心に見

られると思いますが，ほかのその地区に該当しない方たちもそれを見ていて，そこで

全体の姿勢などがわかる訳なので，なるべくできる範囲で，わかりやすく具体的にお

答えをしていただいた方が，当人もそうですが，そうではないところも市の姿勢がわ

かるので，なるべく答えが合致するように努力していただいた方がありがたいと思い

ます。教育委員会の場合は，かなり他の部署に比べて具体的に答えていただいている

率が高いと思いますが，行政の答えは割と素っ気ないことが多くて，よく答えていた

だいていますが，より具体的に子どものことで，なおさら切実に感じていると思うの

で，そういう努力をしていただければありがたいと感じています。 
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（教育長）御意見として承ります。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。たくさん御意見いただきました。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１９７０号「鈴鹿市立保育所・幼稚

園施設整備に関する基本方針について」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１９７０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「令和２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１番目，「令和２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。公立幼稚園の修了証書授与式期日は，令和３年３月２３日

（火）午前１０時，会場は各幼稚園となっております。小学校の卒業証書授与式期日

は，令和３年３月１９日（金）午前１０時，会場は各小学校となっております。中学

校の卒業証書授与式期日は，令和３年３月８日（月）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，次の報告事項に移ります。報告事項

２番目の「埋蔵文化財包蔵地における配水池更新事業に対する意見照会について」を

お願いいたします。 

 

（文化財課長）それでは，私からは報告事項２番目「埋蔵文化財包蔵地における配水池

更新事業に対する意見照会」について，御説明申し上げます。２ページから４ページ

を御覧ください。７月３日付けで，鈴鹿市上下水道事業管理者から教育委員会に意見

照会がございました。現在，市内高塚町にあります，１９６１年竣工の高塚配水池が

老朽化し，耐震性能が不足するため，効率的な水運用を目指して全面更新し，施設規

模を適正化する計画があるとのことです。現地は，周知の埋蔵文化財包蔵地の対象地

内であり，高塚山遺跡や高塚１号墳があるエリアでございます。これを受け，鈴鹿市
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文化財保護条例第４条に基づき，文化財に関する諮問機関である鈴鹿市文化財調査会

に，意見を求めましたところ，いただいた結果は，４ページの回答のとおりでござい

ます。以上のとおり報告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）意見書の中で，墳丘の保存を図っていただきたいということで，実際どの

程度の保存が可能なのでしょうか。私の子どもの頃の遊び場でして，思い出の地でも

ありますので，是非とも残していただきたいと思います。 

 

（文化財課長）その古墳については，いじらずに残してほしいという意見を出させてい

ただきました。上下水道事業管理者からどのようにするというのは，はっきりとは聞

いておりませんが，現状を守っていきたいというお話はいただいております。今日の

新聞にも，新しい場所に移転するのか，そこを守りながらやっていくのかを検討して

いくという報道もありました。最終的な決定については，上下水道事業管理者の方で

決定していくものだと思います。古墳というのはいじらずに発掘せずに置いておくの

が良いと聞いておりますので，そのように私どもは上下水道事業管理者に意見を言っ

ております。 

 

（福嶋委員）今日は藤原さんもお見えになっていますので，やはり古墳というのはいじ

らずに残しておくのが一番なのでしょうか。 

 

（文化財課主幹）現地は小学校の裏山に神社がございまして，配水池に歩いていく左手

の竹林の中に，前方後円墳と形もわかるように残っております。規模は１７．２メー

トルです。前方後円墳というのは，地域を支配した王様のお墓ですが，それとしては，

市内でも最小規模のものになります。ただ，丘陵の頂部にあるという位置から考える

と，もしかすると前期，古い時代の古墳の可能性があるということです。さらに初期

の古墳ということになると，万が一ここで用地買収などを終えて，工事を始める段階

で調査をして古いこと，貴重だということが分かると，大変な計画の変更が必要にな

りますので，そのリスクを考えて事前にこういった照会をいただいているのだと思い

ます。やっと事業の計画の中に文化財のことが入れていただけるようになり，安心し

ています。 

 

（福嶋委員）よくわかりました。この結果，答申というのはかなり効力があって，必ず

変更していただけるというのでよろしいでしょうか。 

 

（文化財課長）私どもも上下水道事業管理者に再度意見を言わせていただくことになり

ます。 

 

（福嶋委員）強力にお願いをできればと思います。 
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（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「大黒屋光太夫記念館 開館１５周年記念特別展」についてをお願いいたし

ます。 

 

（文化財課長）続きまして，報告事項３番目，大黒屋光太夫記念館開館１５周年記念特

別展について，御説明申し上げます。令和２年９月３０日（水）から，１１月２３日

（月・祝）まで，大黒屋光太夫記念館にて，開館１５周年記念特別展「大黒屋光太夫

と「風雲児たち」」を開催いたします。みなもと太郎氏「風雲児たち」は，関ヶ原の戦

いから幕末に至るまでの歴史を描いた人気漫画です。令和元年６月には歌舞伎座「六

月大歌舞伎」夜の部にて，三谷幸喜作・演出による「風雲児たち」が新作歌舞伎とし

て上演され，鈴鹿の偉人である大黒屋光太夫を多くの方に知っていただく機会となり

ました。今回の特別展では，その原作である「風雲児たち」に焦点を当て，漫画の名

場面と当館の所蔵資料とで大黒屋光太夫の足跡をたどり，その業績をわかりやすく紹

介したいと思います。以上で「大黒屋光太夫記念館企画展の開催」についての報告と

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。 

 

（福嶋委員）今回は，大黒屋光太夫のことを漫画で紹介ができているので，子どもたち

にとってもわかりやすい，親しみやすい企画ではないかと思います。学校でも広報し

ていただくだとか，近い学校などは社会の時間に訪れたり，時間があればのぞいてみ

るなどの配慮も少し考えていただければありがたいと思います。 

 

（文化財課長）各小学校，中学校には案内文を送付させていただき，小学校から何校か

来たいというお話もいただいております。また，先ほど文化財の議案にもありました

ように市が所蔵している小市の遺品や漂流船実録については，この特別展の中で展示

をさせていただきます。それとこの「風雲児たち」のチラシにあるような図録という

のも作らせていただきました。厚みもあり，しっかり作っています。原画と資料館に

あるものなどを突き合わせて，作りました。磯吉が戻ってきたその後に，また若松に

光太夫が来たことがあり，そのことがここに全部書いてあります。市長にも読んでも

らい，気に入ってもらえました。 

 

(教育長)たくさん興味を持ってもらえるとありがたいと思います。 

 

（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「新型コロナウイルス感染症に関する対応について」をお願いいたします。 

 

（参事兼教育総務課長）１「市内の発生状況」について，先月８月は５８例でございま

した。今月９月は本日時点，８５例に増えております。２「市内教育関連における新
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型コロナウイルス感染」について，この８５例のうち，市内の学校教育関連における

新型コロナウイルスの対応についてでございます。１つ目が，９月３日三重県発表の

分です。中学校給食を提供する第二学校給食センターの給食業務を委託している事業

者の調理員が，新型コロナウイルス感染症に感染していることが確認されました。鈴

鹿保健所からは，他の調理員等に濃厚接触者がいないことや，日常より学校給食の衛

生管理が徹底されていることなどから，業務停止の必要はないとの判断を受けました

ので，９月４日以降も通常通り中学校給食を提供することができました。特に混乱は

生じていません。２つ目として，９月１４日三重県発表分として，創徳中学校に在籍

する教職員の陽性が確認されました。この教職員は，他者への感染の可能性のある期

間は出勤していないため，他の教職員及び生徒に濃厚接触者がいないと鈴鹿保健所か

ら判断されましたので，９月１４日以降の授業については通常どおり実施しました。

続きまして，３番目，学校の行事についてでございます。修学旅行実施について，中

学校については，９月７日から９月３０日の間で，県内１泊２日又は２泊３日で実施

しています。小学校については，１０月７日から１１月２０日の間で，県内１泊２日

で実施します。各校においては，新型コロナウイルス感染症対策に係るガイドライン

に基づき，旅行業者や宿泊先等と綿密な連絡・調整を図りながら，集合場所や食事な

ど，時間差を設ける，場所を分けるなど３つの密が避けられるような行程にしていま

す。次に４点目，これも学校行事として４「運動会・体育祭の実施」についてです。

９月１６日から１１月の間で，平日又は土曜日に実施しています。本年度は，新型コ

ロナウイルス感染症対策を講じるため，学年や学年の中での例えば１年生と６年生を

合わせた学年部ごとに分けて開催し，３つの密を避けるため競技種目を工夫しながら

実施しています。また，保護者やＰＴＡ役員と連携して，参観者数を制限し，時間ご

とに入れ替えを行うなど感染予防対策に努めています。以上が今月の新型コロナウイ

ルスの感染症に対する報告でございます。 

 

（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。 

 

（下古谷委員）修学旅行を既に実施した学校で，子どもたちはどのような感想を持って

いるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）実施を既に済ませた中学校の先生に聞いたところ，県内になったと言

えども，やはり友達同士で集まり，宿泊を伴う学習ができたことはすごく喜んでいた

と聞いています。 

 

（福嶋委員）患者さんに対するいじめや非難などについて，学校の子どもたちはどのよ

うに感じているのでしょうか。 

 

（教育委員会事務局参事）それぞれの学校の校長先生と連絡をする中では，子どもたち

もかなり冷静に受け止めるようになってきていると聞いています。当該の学校につい

て，教職員を含めて人権上のことで大きく問題になったことはないと聞いております。
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県でもＳＮＳ上などの調査をしていただいており，これまで危険域でのレベルはない

と聞いております。重ねて人権上の授業を県からの学習資料に基づいて授業を実施す

ることや，様々な機会を通じて人権尊重，個人情報について，子どもたちに学級指導

を重ねているような状況です。 

 

（福嶋委員）前期の方で，学力に対して遅れが出てきていたのですが，少しずつ取り戻

しているのでしょうか。 

 

（教育指導課長）１学期のスタートが遅れたことによる学習の遅れにつきましては，１

学期７月末でも若干計画していたものよりも遅れたものも実際にはございました。そ

れにつきましては，２学期，３学期の３月末までを見通した上で，できる限り土曜日

の教育活動の中に授業を組み入れるとか，そういった活動の中で授業時数の確保を進

めていただくよう指示をさせていただいております。 

 

（下古谷委員）４「運動会・体育祭の実施」について，いろいろと先生方が工夫しながら

やっていただいていると思いますが，具体的にこのようにやっているというのを教え

ていただけませんでしょうか。 

 

（教育指導課長）子どもたちの活動については，やはり密を避けるように，学校の規模

によりますが，子どもの数が多い学校については，学年ごとに時間を入れ替えて実施

しているところもありました。規模の小さい学校につきましては，子どもの控室の間

隔を広くとって，密を避けるような工夫をしていました。また，合わせて演技や競技

する種目については，３つの密を極力避けるような工夫をして種目選定をしていただ

きました。子どもたちが元気に活躍できるような演出をしていただきながら，やって

いただいておりました。併せて保護者の協力がすごく表れていたと思います。保護者

の参加につきましても時間ごとに入替を行うことについて，皆さん本当に協力的に駐

車場に待っていただき，時間になったら会場に入るなど，そういったことについて，

地域や保護者の協力をいただいています。 

 

（教育長）コロナ禍の中とは言え，大切な学校行事ですので，工夫をしながら教育活動

を進めていきたいと思います。 

 

（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）｢令和２年１０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）１０月定例会でございますが，令和２年１０月２０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。 
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（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令和２年１０月２０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）以上をもちまして令和２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３時８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 下古谷 博司 

 


