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令和２年 11月教育委員会臨時会議事録 

 

１ 日時 令和２年 11月 17日（火）午後３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），教育支援課長

（藤本寧夫），地域協働課長（伊川歩），文化財課長（野呂和伸），参事兼図書館長（岡

田和之），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）令和２年度鈴鹿市教育費第７号補正予算案について      （関係各課） 

 

６ その他 

（１）令和２年 12月教育委員会定例会の開催について       （教育総務課） 

 

７ 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２年 11月教育委

員会臨時会を開催いたします。本日の会議録署名委員は，山中委員にお願いいたしま

す。それでは，議事に入ります。議案第 1975号「令和２年度鈴鹿市教育費第７号補正

予算案について」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 29 条の規定に基づき，市長から意見を求められた令和２年度鈴鹿市教育費

第７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，地域協働課，文化財課，図書

館，子ども育成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
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い。まず，１番の表の教育費補正額でございますが，補正前の額は，71 億      

2,182 万６千円でございます。今回の補正は，１億 3,238 万６千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，72 億 5,421 万２千円となります。次に，

財源内訳でございますが，国・県支出金が 5,375 万円の増額，地方債が 3,700 万円の

増額，一般財源が 4,163 万６千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。続きまして，教育総務課分について説明申し上げま

す。「２ 教育費補正額内訳」を御覧ください。今回の補正予算に係る事業は４事業ご

ざいます。まず，項 小学校費 4,650 万円のうち，目 学校管理費の「施設管理費／

維持修繕費」の 550 万円でございますが，補正内容は，桜島小学校給食調理室の屋根

防水工事です。調理室内の雨漏りが酷くなってきたため，早急に屋根の防水工事を行

うため，工事費を計上しました。給食調理には，学校給食衛生管理基準が適用される

ことから，調理室では乾いた室内の床面の維持管理が求められており，雨漏りは，衛

生環境の悪化に加えて，建物本体の急速な劣化につながりますので，その対策を講じ

るために，緊急で屋根防水工事を行います。２点目としまして，項 小学校費のうち，

目 学校建設費，「教育施設環境整備費／つり天井改修」4,100 万円でございますが，

一ノ宮小学校の屋内運動場天井改修工事で，非構造部材の耐震化を図るために，屋内

運動場のつり天井を改修します。一ノ宮小学校のつり天井改修工事については，平成

24 年度に一度，つり天井の改修工事を行いましたが，その直後の平成 25 年度に建築

基準法施行令が改正されたため，現行の技術基準には適合していない，いわゆる既存

不適格建築物となった施設であり，今回，補正対応により，天井の改修工事を行いま

す。続いて３点目もつり天井の改修に係る補正です。項 中学校費，目 学校建設費

の「教育施設環境整備費／つり天井改修」1,500 万円を計上しました。神戸中学校の

武道場の天井改修工事に係るもので，耐震化を図るために，武道場の天井を改修しま

す。神戸中学校の武道場は，平成 22年の神戸中学校の校舎の移転改築に合わせて，武

道場を新築しており，平成 25 年の法令改正後の国土交通省の告示による技術基準に

も適合している施設でありますが，同じく平成 25 年に発信された文部科学省の通達

基準では，法令の技術基準に加えて対象となる施設が広く定義されたことから，改修

が求められる施設となりました。これら２校のつり天井の改修工事については，当初，

令和３年度の事業予定で文部科学省に国庫補助事業計画を申請していたところですが，

本年度は文部科学省から事業前倒しの要請もあり，９月末に令和２年度事業として，

前倒しでの補助事業の内定を急遽，受けましたので，補正予算に計上し，本年度事業

として実施するものでございます。工事内容としましては，２校の施設ともに，既存

のつり天井を全て解体撤去し，照明器具のＬＥＤ化を行います。最後，４点目でござ

います。項 保健体育費，目 学校給食センター費の「管理運営費／維持修繕費」 

3,412 万８千円でございます。このうち，内訳としまして，修繕工事費が 2,971 万２

千円，修繕費が 441 万６千円になります。１点目の修繕工事費の 2,971 万２千円は，

給食センターの雨漏り対策として緊急で実施する屋根防水改修工事に係る工事費であ

ります。９月に１回，10月にも１回，降雨により配電盤に雨水が侵入し，ブレーカー

が落ちる事故が続けて起きました。電気保安業者による緊急点検を行いましたが，電

気系統等における異常はなく，雨漏りによる分電盤への雨水の侵入が原因と特定しま
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した。この分電盤が停電した場合には，１階の調理設備の稼働ができず，調理作業を

行うことができなくなることから，緊急対応として屋根防水工事を行うものです。２

点目，修繕費 441 万６千円でございますが，給食センターの設備機器について，故障

等による緊急修繕が増加したことによる修繕費の不足から補正予算を計上しました。

毎年，夏季休業期間中に厨房専門業者による保守点検を実施しており，そこで報告の

あった緊急の修理対応が必要となった分の故障などに対する修理に係る費用でござい

ます。具体的には，蒸気配管や冷蔵庫，真空冷却器，食器洗浄機など設備機器の修繕

です。不具合発見時点での早期の修理対応により，大きな事故を防ぐとともに，機器

故障のための献立の変更や学校給食の停止となることを未然に防ぐための修理費にな

ります。続きまして，３ページを御覧ください。「３ 繰越明許費補正（追加）」であ

りますが，３点ございます。１点目として款 教育費，項 小学校費の「小学校施設

管理事業」7,660万円のうち，7,110万円は，本年度事業として令和２年度当初予算で

計上していました愛宕小学校，栄小学校及び箕田小学校の給食調理室の改修工事費で

ございます。夏休み期間を活用して改修工事を行う予定でしたが，本年度は，夏休み

が２週間短縮されたことから十分な工事期間を確保することができなくなり，令和３

年度に繰越して事業を行うこととしたものであります。また，7,660万円のうち，550

万円については，先ほど説明しました桜島小学校調理室の防水工事についても，春休

み期間に工事を予定していることから，完成が４月にまたがるため，繰越しを行いま

す。２点目としまして，項 小学校費の「小学校施設環境整備事業」4,100万円及び３

点目としまして，項 中学校費の「中学校施設環境整備事業」1,500万円については，

先ほど御説明しました一ノ宮小学校の屋内運動場及び神戸中学校の武道場の天井改修

工事費で，来年度の夏休み期間を含んで工事を行うため，繰越しを行います。続きま

して，「４ 地方債補正（追加）」について，中学校施設整備事業の 990 万円ですが，

神戸中学校武道場改修工事に係る起債分であります。最後に「５ 地方債補正（変更）」

についてですが，小学校施設整備事業でございます。補正後と補正前の差額の 2,710

万円の増額分につきましては，一ノ宮小学校の屋内運動場の改修工事に係る増額分で

ございます。なお，この３ページにおいて，１点訂正がありますので，報告させてい

ただきます。「４ 地方債補正（追加）」の一番右の「償還の方向」のところで，「２５

ヶ月」という表記がありますが，「２５ヶ年」の誤りでございますので，訂正をさせて

いただきます 

 

（地域協働課長）それでは，地域協働課所管分について説明します。２ページの「２ 教

育費補正額内訳」でございます。項 社会教育費，目 公民館費の「管理運営費／維

持修繕費」132 万円の増額でございます。こちらについては，愛宕公民館に設置して

ある非常放送設備について，本年８月の消防設備点検時の判定結果では異常なしとな

っておりましたが，その後故障が判明し，部品等がなく修繕が出来ないことから，非

常放送設備を取り換えるために必要な費用として，増額補正を行うものです。 

 

（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。２ペ

ージを御覧ください。まず，項 社会教育費，目 文化財保護費「一般文化財保存・
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活用費／一般文化財保護事業費」197万４千円の増額でございます。このうち，125万

４千円につきましては，９月初旬の落雷により，樹皮の剥がれなど影響がありました

県指定の天然記念物，長太の大楠の樹勢回復業務委託費でございます。内訳は，植物

活力剤かん中作業として 33 万円，土壌改良作業として 92 万４千円でございます。な

お，財源につきましては，みえ森と緑の県民税市町交付金を受け，全額充当するもの

でございます。次に，残りの 72万円についてですが，同じく，県指定の天然記念物で

あり，玉垣にあります地蔵大マツにつきまして，内部に腐朽，空洞が確認されるなど，

樹勢が昨今弱まってきているため樹木治療等の事業補助への増額でございます。この

度，衰退の兆候が見られる市内の天然記念物や地域緑化のシンボルとなっている樹木

について，所有者が主体的に樹木健康診断や樹勢回復等を行うことで，地域の森林及

び樹木と触れ合う場を創出することを目的としました，ふるさとの木（名木古木）保

存活用事業補助金交付要領を策定いたします。ただし，こちらの補助金財源は，みえ

森と緑の県民税市町交付金を全額充当するものでございますので，今後，この交付金

が廃止された場合は，本補助金は廃止する予定です。地蔵大マツの補助につきまして

は，こちらの補助金を活用するものでございます。次に，項 社会教育費，目 文化

財保護費の「埋蔵文化財保護費」54 万１千円を増額するものでございます。内訳は，

委託料 49 万５千円，報償費４万６千円です。使途としましては，稲生町に所在する

「大下遺跡」から出土した木製の樋の年代測定に係る業務委託料及び学識経験者への

意見聴取に係る報償費でございます。大下遺跡は，平成 30年度に初めて発掘調査を実

施したもので，樋は，弥生時代末から古墳時代にかけての大溝の底に据えられており，

祭祀のための導水施設と考えられます。本年度の事業として既に実施済みの年代測定

の結果，少なくとも県内最古，全国でも最古級の資料である可能性が高くなったこと

から，再度，別の業者にて測定を実施し，年代を確定するとともに，学識経験者によ

る指導を得ることとするものです。 

 

（参事兼図書館長）それでは，私からは図書館の所管分について御説明申し上げます。

２ページを御覧ください。項 社会教育費，目 図書館費の「管理運営費／維持修繕

費」3,234 万５千円の増額でございます。国の新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金を活用し，図書館の和式トイレを洋式トイレに改修するための費用です。

洋式化することにより，快適で清潔なトイレとなり，安心して図書館を利用していた

だけるよう，環境を整えるものでございます。この金額には，１階２階男女トイレ，

1 階の多目的トイレ，職員トイレの改修のほか，開館中に工事をいたしますので，仮

設トイレの諸費用が 234万５千円でございます。 

 

（参事兼子ども育成課長）それでは，子ども育成課分につきまして，説明申し上げます。

まず，項 幼稚園費，目 幼稚園費の「幼稚園運営費／事務費分」57万８千円でござ

います。これは，公立幼稚園におきまして，新型コロナウイルス感染拡大防止と事務

的業務の負担軽減を目的といたしまして，保護者向けの情報連絡システムを導入する

ための経費でございます。新型コロナウイルス感染症への対応時におきまして，担当

課や園から，直接，保護者への発信が可能であり，また，メール本文に文書が添付で
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きますことから，感染拡大防止に関する迅速な対応や，事務的業務の負担軽減という

観点から働き方改革にもつながるものでございます。なお，本事業につきましては，

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当する予定でございますこと

から，全額国費負担でございます。 

 

（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。 

 

（山中委員）一ノ宮小学校と神戸中学校ですが，来年度に向けて工事が続くということ

ですが，体育館の利用についてはいかがなのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）期間は約３か月を予定しておりまして，この期間の春休みを想

定しますと，やはり卒業式，入学式等の大きな行事と重なることから，来年度に繰越

した形での事業計画としています。その間につきましては，体育館の使用はできませ

んので，その部分につきましては屋外での体育の授業，若しくは夏季でございますの

でプール等を活用しながら，代替の授業等を行なっていただくということで，学校と

調整したいと考えております。 

 

（福嶋委員）小学校，中学校の修繕費について，圧倒的につり天井と給食施設の修繕，

保全というのが多いのですが，学校施設については，あとどのようなことが課題とし

て残っているのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課課長）今回，補正の工事につきましては，緊急で一定のまとまった

工事費が必要となることから補正予算での対応とし，財源につきましては国の補助制

度を活用しながら，財政的に負担が少なく効率的な改修に努めている訳です。補正予

算で対応していない修繕につきましては，通常予算の範囲内で小規模な修繕を繰り返

し行っているところです。具体的に申しますと，例えば水道の配管の修繕とか，空調

についても先行して導入した職員室等のエアコンが傷んできたりとか，小規模な修繕

については，現計予算の中で対応していますが，全ての修繕対応は，難しい状況であ

ります。学校施設の老朽化は，顕著になってきており，早期にその対策を行うことが

求められております。今後は学校施設の長寿命化改修を行う方針として，予防保全的

な改修をしながら長期にわたり使用していくことを検討しているところです。 

 

（福嶋委員）つり天井についてはこれで終息するのでしょうか。それともまだ残ってい

るところがあるのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）吊り天井に関して，平成 19年に亀山で起きました三重県中部地

震がありまして，そのことをきっかけに学校における吊り天井の対策を進めるために

学校の調査を行ったところ，小学校６校で改修が必要な吊り天井があることを確認し

ました。その後，平成 24年に一ノ宮小学校の屋内運動場の改修を行いましたが，この

時はまだ吊り天井を残したまま，補強を重点的にやる工法で対処をしました。その後，
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平成 25 年に国から新しい基準が出たことにより，従前に行っていた学校の改修内容

が，その新しい基準では技術基準には適合しない建築物となり，残っておりました。

これが一ノ宮小学校でございます。また，神戸中学校の武道場につきましては，平成

22年に学校が竣工したということで，新たな施設を建築しましたが，その後の平成 25

年には吊り天井の規格で，改修対象となる吊り天井は，特定天井として国の法律，建

築基準法の施行令の中で示された訳です。その規格は，高さ６メートルを超える天井

かつ，天井面積が 200 平方メートルを超える天井という，この２つの条件を兼ね備え

た天井は改修をする必要があることが決めらました。また，神戸中学校武道場につき

ましては，天井高さが約 4.7 メートルでありますので，特定天井としては，いずれか

の条件でしか合致しないのですが，平成２５年に文部科学省が出した通達の基準中で

は，200 平方メートルを超える，若しくは６メートルを超える，いずれかに該当して

いるものについては，今後改修をしていくことを求めることが通達で示されました。

本年度も，特定天井等の改修が残っている施設については，早急な対策をするように

という通達も文部科学省から受けており，早期な対応を図るために進めてまいります。 

 

（福嶋委員）全体には問題があるのが６校ということですが，そのうち一ノ宮小学校と

神戸中学校については，今回ということで，残りはどうなるのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）残ったところにつきましては，平成 25年の新しい基準に基づい

た設計を行いまして，平成 26 年度及び 27 年度までに全て改修工事を完了させていた

だきました。 

 

（福嶋委員）それではこれで全て完了するということになるのですね。 

 

（参事兼教育総務課長）学校における屋内運動場及び武道場については，該当する施設

は，これで全て完了となりますが，他の学校関連施設は，１点だけ残っております。

これは，先に説明させていただいた学校給食センターの洗浄作業室の天井でありまし

て，１階の部分が吹き抜けになっており，天井高が７メートルありますので，今後，

施設の見直しの折に改修を図る必要があります。 

 

（吉澤委員）図書館費のところで，図書館内の設備というのは大変良くなってきて，素

晴らしいと思います。ただ，外の草がいつも気になっておりまして，教養を深めるよ

うな場所で寂しい思いをしています。予算が取れないのであれば，ボランティアを募

って，みんなできれいにするような日を設けてはいかがでしょうか。 

 

（参事兼図書館長）今現在，全て草も刈り，図書館全体で 9,000 平方メートルほどあり

ますが，きれいにしております。ただ，年間でいただいている維持費が非常に少ない

ということがございまして，それを補うべく図書館の職員が自前でやっているという

のが現状です。また，ボランティアの方もみえますので，緑化なども協力いただいて

おります。改めて募集等もしていきたいと思います。 
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（吉澤委員）私たち一般のものがきれいに掃除したいとか勝手にできるのでしょうか。 

 

（参事兼図書館長）ボランティアが登録制になっておりますので，そちらに登録してい

ただくと，事故などが起きたときの保険の対応ができますので，そういった形での登

録をお願いしております。 

 

（下古谷委員）今回つり天井ということで，補正となっていますが，このような補正と

いうのは，ある程度計画的にされているものなのでしょうか。それとも突然，つり天

井をやるというようになるのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）基本的には平成 27 年度までに計画的な改修工事は順次進め

させていただき完了した訳ですが，こちらの２校につきましては，その途中の法律改

正によって既存不適格になった施設でございます。この２校につきましては，直ちに

建物自体の柱に欠陥があるとか，そういうことではなくて，また，学校の屋内運動場

につきましては，地域の避難施設になっておりますので，安心して利用いただくため

の高い規格に合わせるため，改修する時期を合わせて検討していたということでござ

います。鈴鹿市の公共施設の改築等につきましては，平成 27 年度から学校以外に，

例えば市民会館の天井改修を含む全面改修を行うなど順次，別の公共施設の改修も行

いながら，全体的な予算の中で，改修を行ってきました。神戸中学校の武道場が建築

後，概ね 10年経過しましたので，このタイミングで改修を令和３年度でやる予定で，

国県の方へ補助申請を図っていたところです。よって今回，国から前倒しができない

かという要請をいただいた時に可能であるという回答を行いましたところ，内部で協

議を行った結果，今年度の予算付けにより実施していく事業方針決まりました。今回，

事業の精査をさせていただいたところ，今年度と，来年度以降を比較し，起債の率が

今年度の方が有利ということがわかってきました。このこともあり，急遽 12 月補正

予算に計上させていただいたものでございます。 

 

（下古谷委員）そうすると，計画を立てて，その計画を既に提出していて，その提出の

中で判断されて，今年はこのようなものに使ったらどうですかという形で補正が組ま

れていくということでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）今回については，国の前倒し要請に乗っかり，採択をいただい

た事業について補正対応により進めていきたいという案件でございます。 

 

（下古谷委員）そうすると計画を上げていないことには補正で認められるということは

ないということでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）例えば学校施設が地震や火事で壊れたり，校舎が授業に使用で

きなくなったり，学校給食が供給できなくなるような状況になれば，それは正に学校



8 

施設として運営できなくなり，困ることになりますので，緊急な補正対応により，復

旧を行っていくことになります。 

 

（下古谷委員）今，学校の施設というのはＬＥＤに変わっていっているのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）屋内運動場の照明のＬＥＤ化も未だ数校しかできておりません。

今後の大規模な改修時に合わせて，ＬＥＤ化を図っていきたいと考えております。 

 

（下古谷委員）文化財のところで，木樋の年代測定について，最古になるかもしれない

ということですが，概ねどれくらい昔になるのでしょうか。 

 

（文化財課長）今年度測定した業者から出てきたのは，西暦 59年から 134年のちょうど

弥生時代の後期から古墳時代の前期ではないかということです。考古学の先生方の判

断ですと，周辺から出てきた土器の形状とか全国のものと比較すると，１世紀前半か

ら１世紀後半ではないかとのことです。事前に相談はさせていただいているのですが，

名古屋大学と大阪市立大学の詳しい先生方に鑑定の依頼をしているところで，ほぼ間

違いないだろうというお話はいただいています。現状で，木樋とは，木でできた上が

開いている水路のようなものが並べてあるのですが，それが出せないので，約１メー

トル 10 センチくらいで切ってきたのですが，その先がまだあるだろうと言われてい

ます。昨日も見てきたのですが，土の中約３メートル下から掘り出されてきた木樋が，

今現状で発掘されたのが奈良県桜井市の纏向遺跡のところで，それが大体３世紀後半

から４世紀初頭と言われています。そこから 150 年ほど先ですので，私どもも発表す

る前に慎重になっています。考古学の学会の中では，それを否定してくる先生方がい

ますので，科学的に根拠を示すことと，権威のある先生方の意見をいただかないと説

明できないと思い，再度測定に入っています。 

 

（福嶋委員）文化財保護について，今回長太の大楠と地蔵大マツにお金をかけるという

ことですが，先ほど補助金がなくなるとどうなるかわからないということでありまし

たが，市では樹木などに対する補助というのは一定に担保されていないということな

のでしょうか。 

 

（文化財課長）新たに「ふるさとの木（名木古木）保存活用事業補助金」という要領を作

成させていただいて，それは 100％，森と緑の県民税を財源としていますが，現状と

して県民税のため，いつまであるのかわからない状況です。今のところ，令和５年ま

ではあるのではないかと聞いています。県民税がなくなれば，県が２分の１，市が４

分の１，所有者４分の１を出すという補助金を申請していくのですが，前年度申請で

すので，間に合わない可能性があります。それと，活力剤や土壌改良をするには１月，

２月の休眠時期にやっていくのが通常ですので，その時期に補助の申請がありますの

で，そこから約１年をかけて，そこまでもっているかということがあります。県の保

存活用費ではいけないのではないかということで，今回これを作らせてもらいました。
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市としては，樹木について樹木医の定期的な巡回をしてもらっていますので，まず状

態の悪いものからで，たまたま以前からできなかった地蔵大マツですが，今回，これ

を活用させていただこうということで，予定ですが，３年間かけて，その事業ででき

るだけ守っていこうということです。長太の大楠についても，今から約３年間，この

業務委託費を使って，できるだけのことはやっていこうという考えです。指定文化財

になっている天然記念物については，全て私どもで何らかの手を入れていこうという

考えを持っています。 

 

（福嶋委員）今見つけて来年というようにはいかないということなので，長期的にプラ

ンを立てて，なるべく資金を運用できるようにお願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。議案第 1975 号「令和２年度鈴鹿市教育費第７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 1975号を原案のとおり承認いたします。 

 

（教育長）続きまして，その他事項に移ります。｢令和２年 12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）12月定例会でございますが，令和２年 12月 22日（火）午後２時

から鈴鹿市役所 11階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令和２年 12 月 22 日（火）

午後２時から鈴鹿市役所 11階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 11 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。 
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11月教育委員会臨時会終了 午後３時 40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 山中 秀志 

 


