
 

 

第 2回鈴鹿市社会教育委員会議事録（要約） 

日  時  平成 22年 1月 13日(水)10：00～12：00 
場 所  鈴鹿市役所 12階 1201会議室 

 
 
出席者 
社会教育委員 
 水越元美委員   熊谷眞紀子委員 佐野克三委員   北川友代委員 
  下谷長治委員  三木幸夫委員  名和利昌委員  大井康裕委員 
橋本克幸委員 

文化振興部 
坂尾文化振興部長  今田参事兼文化課長  青木生涯学習課長 
幸田参事兼スポーツ課長  喜多村図書館副参事兼推進ＧＬ 

  東口考古博物館長  山田生涯学習課副参事兼管理ＧＬ  
片岡生涯学習課副参事兼生涯学習ＧＬ  小川生涯学習課主幹  
 大澤生涯学習課主幹 

 
１ あいさつ 
   文化振興部長あいさつ 

 
２ 座長選出 
   橋本克幸委員を座長に選出 

 
４ 協議事項 

(1)平成 22年度社会教育基本方針について 
 変更事項について事務局より説明 

 
座 長： 質問がありましたらお願いします。 
委 員： 図書館について質問させていただきます。今年は，国民読書年とい  
     うことで，国をあげての図書館の活性化，読書活動の推進というこ  
     とが行われると聞いているのですが，その中で，図書館で特に新た  
     に追加がないと見受けられますが，鈴鹿市においては，18年 4月に  
     「子ども読書活動推進計画」が策定され，生涯学習の具体化という 
     ことで非常に大きなものであると思いますが，その進捗状況を踏ま 
     えて，今年努力目標に新たなものが加わっていないということは， 



 

 

     どういうことかをお聞きしたい。 
図書館長 事業として平成 22年度として新たな事業は，厳しい経済状況の中  
     で計画されていないのが現状です。図書館運営員会というのがあり  
     ますので，その中で内容を構築していくか考えていきますが，事業 
     としては新たにないのが現状です。 
委 員： 予算のことがありましたが，重点事業の中にも「ボランティアの育 
     成と組織づくり」「他館との相互貸借」とかで予算を伴わずに，限り 
     ある資源の中で，できることを具体的に盛り込んでいただいてはあ 
     ると思うので，そのような所を推進していただきたいというお願い 
     と，図書館運営委員会というのは，どのような方で組織されている 
     のか，構成を教えていただきたい。 
図書館長：鈴鹿市市民委員会規則で，図書館の適切かつ円滑な運営を図ること  
     を目的として，委員として，学識経験者，社会教育関係者，学校関 
     係者，関係行政機関の職員，その他市長が必要と認める者となって 
     おり，定数は 10人以内，任期が 1年なっております。現在の委員に 
     は，学識経験者の方は 2名，社会教育関係者の方が 3名，学校関係 
     者の方 2名，図書館のボランティアグループの代表の方 2名です。 
     公募委員も検討していますが，まだ，そこまで話が至っていない現 
     状です。  
委 員： 学校に読書環境整備士員，学校図書館巡回指導員を配置してもらっ 
     ていることもあって，学校の図書館も少しずつ活性化しているよう 
     ですが，幼稚園，学校との連携を深めていただきたいと思います。   
     教育委員会も運営委員会に入れていただくとか，運営委員会の中に  
     障害を持つ方々の図書館の利用の声が反映できるようにとか，外国 
     の方が図書館を有効に利用していただけるような方の声が反映でき 
     るような組織づくりをお願いしたいと思います。 
座 長： 他に質問はありますか。 
委 員： 青少年の健全育成について，子ども教室についてですが，「公民館を 
     主たる会場に」となっていますが，郡山小学校の現状を考えますと， 
     児童数が 2/3になっています。教室が空いているのではないかと思い 
     ます。空き教室の使い道はあるかと思いますが，学校を主会場とし 
     て，地域のボランティアに出向いてもらうということにしたらどう 
     でしょうか。公民館も狭いですし，子どもが学校でそのまま居残っ 
     て，活動ができないかと思います。関連して，国の見直しで，子ど 
     も教室と学童保育が似た事業であるという指摘がありましたが，今 
     の見通しはどうなんでしょうか。 



 

 

生涯学習：放課後子ども教室の会場の件ですが，4つの小学校区で行ってますが， 
     開設の当たっては学校と協議させていただき，余裕教室の活用をさせ

ていただきたいのですが，学校からは，現時点では余裕教室はないと

いうことです。体験活動などで，屋外等で活動する場合は学校への協

力をお願いして，学校施設の利用をお願いしています。現時点では，

公民館を会場として活動せざるを得ないということです。国の方の事

業仕訳の件ですが，放課後子どもプランについては，文科省，厚労省

とも事業の削減ということは出ておりません。 
委 員： 全額，国庫負担ですか。 
生涯学習：市 1/3，国・県 2/3です。 
座 長： 他，ご意見ございますか。 
委 員： 生涯学習推進体制の基盤というのは何ですか。 
生涯学習：ソフト，ハード面あります。ハード面は 2番にあります。 

1番目にソフト面が示してあります。生涯学習は，公民館を中心に地
域の特性，住民のニーズに答えて，地域に沿った事業を公民館長，

公民館運営委員会を中心に，協議いただき進めていただいています。

公民館運営委員会の活性化を含めて基盤と考えております。公民館

運営委員会の組織の活性化も図りたいという意味合いも込めて，こ

のような表現になっております。 
委 員： この努力目標が，教育要覧にまとめられるんですか。 
生涯学習：社会教育目標，主要事業を社会教育委員会で認めていただき，教育

委員会に諮り，承認を頂けば教育要覧にまとめられます。 
委 員： 社会教育，生涯学習は，公民館が行っていると言っても言い過ぎで

ないと思っています。ですから，各公民館に社会教育推進委員会，

推進システムのような方向を考えることができないかと思います。 
     公民館の運営委員長と連携を取って，社会教育が浸透するような方

法，社会教育を進める方法ができないかと思っています。教育要覧

はどこに配布していますか。一般への周知はどうですか。 
生涯学習：教育要覧は，市民全体には配布されていません。各館とか限られた

場所にしか配布されていないと思います。詳細については把握をし

ておりません。 
委 員： 社会教育が，一般の方にどれだけ浸透しているのか。委員だけの問

題であるように思うんですが。 
生涯学習：社会教育は，非常に多岐にわたります。学校教育以外は，社会教育

になりますので，公民館がすべて取りまとめているものでもありま

せんので，公民館以外でも社会教育委員の方々の中にも，活動場所



 

 

が公民館以外の所で活躍していただいていますので，すべて公民館

でというわけではないと思います。社会教育推進委員さんについて

ですが，３１公民館がありまして，地域によってい住民の方のニー

ズも違ってますので，各地区で取り組んでいただく方がいいと思い

ます。いろんな組織を作るより公民館運営員会の委員さんで，多岐

にわたって活躍されている方もみえますので，公民館で社会教育の

推進を図っていただくといいと思います。 
委 員： 放課後子ども教室の件ですが，働く女性が増えるにつれて幼稚園の

ニーズよりも保育所，保育園へという中で，小学校の低学年を預か

るということについて，福祉部と生涯学習の部分で学童と子ども教

室が同じことを行っているように思うんですが，教育委員会も含め，

市民が望むのは安全に安心して子どもたちを預かってほしい願いが

強いと思うんですが，その中で，小学校では空き教室がないといこ

とで，幼稚園で何とか空き教室を作ろうということで，２幼稚園で

学童の活動をしています。その中で市全体の中で幼稚園の再編活性

化の動きがあります。２３園ある公立の幼稚園を半数ぐらいの数に

減らしていく計画ができつつあるという中で，これらのことを考え

ながら子どもを安全に預かっていただけるように，文化振興部，福

祉部，教育委員会等が今後，幼稚園の再編活性化の中において，文

化振興部と教育委員会の連携を図っていこうという考えがあるのか

どうかお聞きしたい。 
生涯学習：放課後子どもプラン運営委員会を立ち上げていまして，教育委員会，

教育総務課，青少年課，子育て支援課，生涯学習課が参画して，外

部の委員が参画し，年に３回程度運営委員会を開催させていただい

てます。その中で，質問のような意見も出てきますし，連携を図り

ながらやっています。放課後児童クラブは厚生労働省，子ども教室

は文部科学省，ということで子どもの対象者が若干違います。学童

は，対象１０歳未満だったと思いますが，昼間留守がちな家庭を対

象にして，運営費については保護者の方の負担で運営しています。

子ども教室は，学童対象の児童だけでなく，小学校全児童を対象に

募集をかけて希望者に参加してもらっています。平均しますと全校

児童の約１割が参加しています。学習指導要領の改訂により，授業

時間数が増加したので，放課後子ども教室開催の曜日の決定が難し

くなっています。児童クラブ，放課後子ども教室関係者と共に連携

しながら事業を推進しております。 
委 員： スポーツですが，今後，ジュニア部門の育成が必要なってきます。 



 

 

     ジュニア育成に対しては，体育協会が独自になったので任せると書

いてありますが，ジュニアに対しての財政支援に対して，積極的に

行われているんでしょうか。他の団体に対しても支援されているの

か教えてください。 
スポーツ：スポーツ振興計画を２０年度に策定しまして，その中でジュニアの

育成，高齢者，二十万人が一つのスポーツをしていただければいい

のですが。ジュニアの育成につきましては，体育協会と連携をとり

まして，スポーツ教室，競技制を図るスポーツを推進していこうと

思いますと体育協会のご支援，指導者の派遣等をお願いしていかな

ければなりません。その辺りは体育協会の補助金等を計上させてい

ただき，今年度も現状維持ということで支援させていただいてます。 
     金銭的な支援ですが，個々に対しての支援は体育協会を通して実施

をしていただいてますので，その中でお願いをしたいと思います。

施設が指定管理になっていますので，指定管理者でもジュニアの育

成，スポーツ教室を手掛けていただいておりますので，市，体育協

会，スポーツ少年団，市指定管理者等の組織と連携を図りながら，

よりよいスポーツ教室，ジュニア育成を図っていきたい。それから，

総合型地域スポーツクラブが，若松と河曲で立ち上げていただいて

ます。その中でスポーツをしない子どもたちの育成を図ってもらっ

てます。 
委 員： この件に関連するかも分かりませんが，財政が緊迫する中でいた仕

方ないことだと思いますが，スポーツ部門で全国大会に出場する子

どもたちの支援が，中学校体育連盟の大会に出ていく場合は，全額

補助をもらっています。協会サイドの試合になると，昨年度までは，

子ども，指導者で鈴鹿市在住の者は，半額補助のシステムをいただ

いていました。今年度から奨励金という形になったことで，学校か

らの持ち出しが増額になりました。市の財政が苦しいのは分かりま

すが，学校の代表であり，市の代表ですので，子どもたちのスポー

ツ部門を応援していこうというシステムの中で，これを切られたこ

とは非常に痛手であるということをご理解いただきたい。子どもた

ちの負担になることをご理解いただきたい。 
スポーツ：十分に理解をしております。枠予算の中で予算編成をしていく中で，

より有効かつ全体的に生涯スポーツに振り分けていく現状もありま

して，やむなくカットいたしました。各委託料についてもカットを

させて頂いてまして，大変厳しい状況下の中でスポーツ課としては，

何とかやりくりをして支援をしていきたいと考えております。今の



 

 

経済状況の中で大変厳しく，やむなくやっておるということです。 
部 長： スポーツ課長が，スポーツの分野に関して予算的なことを申しまし

たが，同じように文化部門でも予算のカットは行われております。

スポーツ部門だけでなく，市役所全体がそのような形にせざるを得

ない状況に追い込まれておるということもご理解をいただきたい。 
座 長： 質問がなければ，協議事項の(2)平成 22年度文化振興部主要事業につ

いて説明をお願いします。 

 
各課長より，別紙 平成 22年度主要事業(案)について説明。 

 
座 長： 主要事業について質問がありましたら，お願いします。 
委 員： 青少年の健全育成の(3)に家庭教育の充実がありますが，第 1 回の社

会教育委員会の資料の平成 21年度の主要事業の中には，この項目は
上がっていなかったと思います。平成 22年度は主要事業に上がって
いるのは昇格したということでしょうか。予算はわずかなものです

が，そのことについて質問です。 
生涯学習：家庭教育の充実ですが，平成 20 年度までは幼・小・中学校の PTA

の家庭教育学級で取り組みをしていただいてました。その時の講師

を招いたときの謝金を，県からの委託で生涯学習課の方で出させて

いただいておりました。平成 21年度からは，生涯学習課として家庭
教育の支援を図っていくということで，本年度は 2 回，保護者の方
を対象に事業を実施しました。来年度も同じように実施したいと思

っています。本年度から独自に行っていく事業ですので，主要事業

にあげさせていただきました。 
委 員： 平成 21年度は，2回実施されたということですので，2回を具体的

に教えていただきたいのと，市P連との連携はどうなっていますか。 
生涯学習：1 回目は，東洋大学の出張講座ということで行いました。2 回目は，

三重県生涯学習センターとの共催で，アカデミックセミナーという

のがありまして，三重中京大学短期大学から来ていただいて研修を

行いました。市 P連との連携につきましては，各 PTAの家庭教育学
級の方に案内を配らせていただき，市 P 連の代表者会議の場で紹介
をさせていただきました。 

委 員： 幼稚園と小学校の保護者対象ということだったんですか。 
生涯学習：保護者と一般の市民の方の子育て中の方が対象でした。 
委 員： 保護者にニース，今何を知りたいか，何を学びたいかをキャッチし 
     ていただいて，どんな人を呼ぶのか，どこへ呼ぶかも含めて，内容  



 

 

     を充分相談していただきたいと思います。 
生涯学習：今後は，ニーズを充分に把握しながら行っていきたいと思います。 
座 長： ご質問がないようですので，委員の皆さんから提案とか提言があり

ましたら，お聞かせいただきたいと思います。ないようですので，

以上で協議事項を終わらせていただきます。その他の事項について

お願いいたします。 

 
  社会教育委員の年間活動スケジュールについて，別紙にて説明。 

 
  社会教育委員研修会について，別紙にて案内。 

 
委 員： 事項以外ですが，いいですか。委員の名簿をいただきますが，社会

教育委員及び公民館運営審議会委員とありますが，社会教育委員会

が終われば，公民館運営審議会が終わるわけですか。 
生涯学習：鈴鹿市の場合，社会教育委員と公民館運営審議会の委員は，兼ねて

いただいております。公民館運営審議会は，定期的に開催するので

はなく，公民館長から課題について，運営審議会で検討いただきた

い時に助言をいただきます。必要がある場合に開催させていただき

ます。委員の要件が社会教育委員と同じ関係から兼ねてお願いして

おります。 
委 員： 条例には館長の諮問においてと書いてあります。館長は，このこと

を承知していますか。それでは，昨年，館長として，館長会議に時

に公民館の運営委員の在り方と，会計監査の問題と公民館の一元化

と自治会からの協力金について検討すべきではないかと尋ねました。

このようのことは，運営審議会で審議されるのではないでか。 
生涯学習：31 の公民館の中で，自治会の助成金，サークルの協力金を徴収して

いる公民館があります。金額も各公民館，様々です。課としては，

地域に対して要請をかけておりません。本来なら公費で賄うべきだ

と考えております。使用目的についても，各公民館様々です。公民

館の維持管理，事業運営費については市の方で賄わせていただいて

います。館長会議で統一した見解をだすものではないと考えており

ます。 
委 員： 運営委員会の在り方について，今後，どのようにしていくのか。市

の公民館である以上，考えていかなければならないと思います。 
生涯学習：努力目標の生涯学習の推進に部分にもあります，推進体制の基盤の

整備ということで，運営委員会の活性化，運営委員になられた方が



 

 

自覚を持って活動していただくように掲げさせていただきました。 
委 員： 市の方で，そのような方向に持っていっていただきたい。運営員が

活動できるように持っていっていただきたいとお願いします。 
委 員： もっと中身のある委員会にしていただきたい。年間スケジュールを

出していただいたので，出来るだけ参加してくださいということが

あれば，実のある委員会になると思います。委員さんも，今年言っ

た意見の結果を来年見ていただけるように，出来れば複数年続けて

いただくことをお願いします。 
     委員の委嘱が教育委員会で，文化振興部長になっていませんが説明

をお願いします。 
生涯学習：仕事の権限は教育委員会にあります。市の条例により委員は教育委

員会が委嘱するとされていますので，このような発令になっていま

す。 
委 員： 条例を，その地域に合ったものに変えたらどうですか。 
生涯学習：社会教育法に定めてありますので，それを変えるわけにはいきませ

ん。 
座 長： 以上で終了させていただきます。 

 
  
 
 


