
 

 

第 2回鈴鹿市社会教育委員会議事録（概要版） 

日  時  平成 23年 1月 12日(水)14:00～16:00 
場 所  鈴鹿市役所 11階 教育委員会室 

 
出席者 
社会教育委員 
 橋口久代  熊谷眞紀子 鈴村文一  出岡昌子  名和利昌 大井康裕 
 三木幸夫 北川友代 

 
文化振興部 
文化振興部長 坂尾富司， 参事兼文化課長 今田行隆， 
生涯学習課長 宮崎由美子，参事兼スポーツ課長 幸田至章， 
図書館長 藤田辰也，考古博物館長 東口元 

 
事務局（生涯学習課） 
副参事兼管理ＧＬ 山田秀春，副参事兼生涯学習ＧＬ 片岡健二， 
生涯学習課主幹 清水健司，生涯学習課主幹 山田純生 

 
１ あいさつ 
   文化振興部長あいさつ 

 
２ 座長選出 
   三木幸夫委員を座長に選出 

 
３ 協議事項 
(1)平成 23年度社会教育基本方針について 
文化課長：修正案を一括して提案します。教育委員会の教育振興基本計画が平 

成 23年度からスタートすることから，学校教育分野におけるアクシ 
ョンプランが目標値の掲載を含めて修正されました。それに伴い， 
社会教育分野においても整合性をもたせるために新たに目標値を掲 
げました。また，第 5次鈴鹿市総合計画「みんなで築く鈴鹿夢プラ 
ン」の中の単位施策との整合性をもたせるため，見出し等の修正も 
行いました。 

     修正案の提案（資料をもとに修正個所を説明） 
座 長：質問，意見を受け付けます。 



 

 

無いようですので次に移ります。 
(2)平成 23年度文化振興部主要事業について 
文化課長：文化課の主要事業について説明します。資料１(1)のとおり各記念館 

や資料館事業の充実をしていきます。予算面での 1,182千円減額は 
佐佐木信綱記念館館長退職に伴う人件費の減額によるものです。 

     次に，３(1)のとおり各事業を充実させていきます。予算面では，金 
生水沼沢植物群落保護増殖事業 5,597千円減額は平成 22年度でハー 
ド事業が終了するためです。次に，一般文化財保護事業での 263千 
円の減額は，文化財，記念物の修理等の補助金が減額されたためで 
す。次の伊勢型紙技術保存事業での 2,287千円の減額は，平成 22年 
度の全国重要無形文化財保持団体協議会の事業が終了したためです。 

     文化課として特に力を入れて取り組みたいのは，金生水沼沢植物群 
落保護増殖事業です。 

生涯学習課長：生涯学習課の主要事業について説明します。資料１(1)のとおり 
事業の充実を図ります。予算面では，公民館，ふれあいセンター運 
営委託での 310千円の減額ですが，生涯学習推進委員の実費弁償代 
の廃止に伴い，新しく公民館運営委員会の事業を充実するために予 
算組み替えによる差額分の減額になります。次に，(2)公民館の改修 
についてですが，平成 23年度は合川公民館と長太公民館の増改築の 
予定をしています。そのため予算面では 10,000千円の増額となって 
います。 

     次に，２(1)(2)(3)の事業についても取り組みを充実させていきます。 
予算面では，青少年対策諸費での 60千円の減額は，社会教育関係団 
体全国大会出場への激励金の廃止によるものです。次に成人式費で 
の 9千円の減額は，実行委員への連絡を郵便からメールに変えたた 
めです。次に，放課後子ども教室推進事業での 600千円の減額は， 
安全管理員減少に伴う報償費の減額，各教室における消耗品が充実 
してきたことから消耗品費の減額，コーディネーター研修会の回数 
が減ることに伴う参加費の減額です。最後に，市民学習活性化事業 
での 152千円の増額は，家庭教育支援のための研修会，講演会を開 
催するためのものです。 

     来年度は，20の幼小中の家庭教育学級での研修会を予定しています。 
アンケートからテーマに沿った研修会を開催します。この分野につ 
いては，教育委員会，子育て支援課，男女共同参画課と連携をしな 
がら進めていきます。 

     また，公民館の改修については，国の交付金が取れれば，2館だけで 



 

 

なく前倒しをして進めていきます。 
図書館長：図書館の主要事業について説明します。資料１(3)のとおり事業の充 

実を図ります。予算面では，図書購入費は同額です。地域サービス 
事業での 97千円の減額ですが，書架の設置での減額になります。 

スポーツ課長：スポーツ課の主要事業について説明します。資料４のとおり， 
事業の充実をしていきます。予算面では，地域住民スポーツ活動で 
の 2,086千円の減額は，ジュニアの大会を，明日をひらく少年スポ 
ーツ育成事業に予算の組み替えを行ったための減額になりました。 

     親子水泳教室は，参加者の減少や泳げる子どもが増えてきたことか 
ら廃止します。 

考古博物館長：考古博物館の主要事業について説明します。資料 1(1)(2)と３(1) 
のとおり事業の充実を図ります。予算面では，博物館事業の充実及 
び遺跡調査事業は来年度も同額です。史跡伊勢国分寺跡整備事業で 
の 6,556千円の増額は，U字溝等の加工費がかかるための増額です。 

座 長：各課，館から主要事業(案)についての説明がありました。質問，意見 
はありませんか。 

委 員：文化遺産について。NTTの戦争跡地，格納庫の保存をどうするので 
すか。話題になっていますが，文化財には入らないのですか。 

文化課長：市には文化財調査会という教育委員会の諮問機関があり，そこが調 
査を行います。所有者から教育委員会へ申請があり，教育委員会か 
ら文化財調査会に諮問されます。同調査会が調査の結果指定するか 
しないかを教育委員会に答申します。 NTTの格納庫については， 
土地も建物も NTTの所有であります。その所有者が，保存せずとり 
こわすことを決定しています。当初，市から保存の要請はしたが， 
保存しないという返答でした。しかし，取り壊しますが調査して記 
録として残しておくことになっています。 

委 員：鈴鹿市にはいくつの指定天然記念物などがあるのですか。 
文化課長：平成 21年度，国指定は 16件，県指定は 36，市指定は 38件，合計 

で 90件でしたが，昨年 7月に庄野宿の古文書と飯野寺家町の千手観 
音の像が指定されて現在 92件です。 

委 員：各種ジュニアスポーツ行事の開催とは，具体的にどういうものでし 
ょうか。 

スポーツ課長：市主催のサッカー，ジュニアバレー，ミニバスケット，野球の 
大会です。 

委 員：全国大会出場激励金は，市主催のスポーツで，ということですか。 
スポーツ課長：市主催でなくても，三重県で予選を勝ち抜いて全国大会出場で 



 

 

あれば申請できます。また，三重県の加盟団体の推薦を得て全国大 
会に出場する場合も申請できます。 

委 員：社会教育の基本方針，わかりやすくてよいと思います。４スポーツ 
振興の(2)快適に利用できる運動施設の整備・運営について，現状は 
どうなっていますか。 
旭が丘小学校は児童数の割には運動場が狭いと思いますが。 

スポーツ課長：市内の運動施設は，市が管理している運動施設，小中学校の施 
設を利用している運動施設，民間の企業，高校，大学の施設等です。 
市が管理している運動施設は，大きな大会の会場として体育館をは 
じめ野球場の施設があります。また，生涯スポーツの活動場所とし 
て小中学校施設を借りて利用しています。学校施設については，教 
育委員会の管轄ですが，神戸中学校の新設に関わって，社会体育が 
できるような広さが確保できました。これからも，建て替え時には 
要望していきます。 
企業の施設については，23あった野球場が現在では 6施設になりま 
した。今まで企業の施設に頼っていたので今苦労しています。 

     三重県で開かれる国体，総体に向けて施設整備が進められるが，そ 
れにあわせて市内の施設整備も計画したいと思います。 

委 員：図書館サービスの充実について。以前に比べるとずいぶん充実して 
きました。本校では，団体貸し出しを利用してたくさんの本が子ど 
もたちに読まれています。図書館の本が学校でどう歓迎されて読ま 
れているのか，現状を見ていただきたい。リサイクル，団体貸し出し

等積極的に取り組んでほしいです。そして，そのような活動を，広報

などで図書館の努力をアピールしてほしいと思います。 
平成 20年度の市民一人あたりの蔵書数は 1.68冊。多気町が 8.48冊。 
津市，四日市市も鈴鹿市を上回っていました。現在の状況はどうです 
か。 

図書館長：図書購入費の予算は以前には 30,000千円という年もありましたが， 
財政難でここ数年 20,000千円です。資料は古いが，平成 20年度末 
の蔵書数は 343,893冊。平成 22年度末は 339,547冊と若干減少して 
います。これは，傷んだ本の廃本に伴うものです。 

委 員：一人あたりの蔵書数は増えていないということなので，ぜひ文化都 
市鈴鹿として増やしていってほしいと思います。 

図書館長：図書館は建設から 30年経ちます。建設当時は人口 18万を想定して 
建てられました。現在，書架のスペースが足りませんが，増やす努 
力をしていきたいと思います。 



 

 

     団体貸し出しについて，昨年から 1校 50冊で行っていますが，要望 
があれば 100冊まで可能な事を指導課に伝えてあります。 

座 長：図書館内で保管できない分を貸し出してもよいのでは。 
委 員：シティーマラソンの予算について教えてほしいと思います。成人式 

の内容に疑問を感じました。 
スポーツ課長：シティーマラソンの予算は平成 19年度までは 7,500千円ほどあ 

りましたが，平成 20年度に現在と同じ 4,994千円に減額された。参 
加者の申込数が読めないことや，実行委員会に赤字が出ないように， 
ということでイベントを縮小せざるを得ませんでした。参加料の値 
上げも行った結果，ある程度安定してきました。徐々にイベントの 
復活もできるようになりました。平成 24年度は市政 70周年記念大 
会を計画しています。 

部 長：市長から，「プールを挟んでの開催なので新成人との距離を感じる。 
一体感のもてるものが考えられないか。」と言われました。常々感じ 
てますが，サーキットの年もそう感じていました。市民会館で開催 
していた時は一体感がありましたが，新成人が 1,700名以上来場す 
ることがわかっていながら会場を定員 1,282名の市民会館にするこ 
とはできません。それで会場をサーキットに移しましたが，寒い時 
期でもあるので不評でした。その結果会場をスポーツガーデンの水 
泳場に移し 3回目の開催となりました。来年度は，一体感がもてる 
ものにしたいと考えています。成人式については実行委員会が内容 
を考え決定しています。すなわち，実行委員が，自分たちの成人式 
を自分たちのアイデアで計画しています。新成人の発想で成人式を 
開催するのが今の流れです。行政は，新成人の計画を実行に向けて 
バックアップするスタンスです。 

(3)平成 23年度社会教育委員の活動について（資料 1～5） 
事務局：資料１の活動の説明。資料２の活動予定の説明。資料３から５の設 

置状況等の説明。 
座 長：意見，質問があればどうぞ。 
委 員：今まで 5年間社会教育委員を一個人としてやってきましたが，今年 

は一つの団体として参加しています。個人で委員をしていた時には， 
どう活動したらよいのかはっきりわかりませんでした。 
今団体に属してその代表として参加する中で考えが変わってきまし 
た。教育委員の活動は各団体で，青少年の育成，スポーツ，生涯学 
習等々それぞれのところで活躍をされています。それらは教育委員 
の活動にと思っています。あえて教育委員として活動をしていない 



 

 

かというとそうではありません。しかし，各団体と言っても範囲は 
非常に広いです。それのどれだけを自分たちは理解しているか，あ 
るいは発揮しているかということは問題があって，ほんの一部にす 
ぎません。でも，それなりに各団体で活躍しているから，それでよ 
いと思います。提案された主要事業について説明してもらうのはよ 
いことですが，会議の回数や視察の回数イコール活動の活発にはな 
りません。市内の施設や事業を 1,2回見学するのはよいと思います。 
県の研修会等に参加することは非常によいと思います。 

座 長：全体を通じて何かありましたらどうぞ。 
委 員：今年度初めて社会教育委員として会議や研修会に参加して，学ぶこ 

とが多かったです。12月に参加した社会教育研修では，他市町の参 
加者の考えや思いを知ることができました。成人式にも初めて参加 
しました。そこで何を感じて，そのことをどう生かすかが大事だと 
思います。視察については，何を学んでくるかしっかり話し合って， 
目的をもって行くべきだと思います。 

委 員：たくさん学ばせてもらいました。出前講座に出かけて，子どもたち 
に関わることが社会教育委員としての務めを果たしていると思いま 
す。今は，放課後子ども教室の見学に行きたいと思っています。予 
算の都合で公民館での子ども教室の増設が難しいのであれば，公民館 
を子どもたちが本を読む場所として提供していただくだけでもよい 
のではないかと思います。 

座 長：それぞれの立場で取り組むことが社会教育委員の活動でもあります。 
テーマを決めて，社会教育委員としてどこかへ視察に出かけてはど 
うかと思います。 
放課後子ども教室の様子を見に行きたいと思います。それが他の活動 
につながるのではないかと思います。 

     委員の公民館では子ども教室のような活動はしていますか。本を読 
む活動などはどうですか。 

委 員：私の公民館ではやっていません。本をいただくのは嬉しいのですが， 
それらを保管するスペースが公民館にはないので困っていたところ， 
地域のボランティアの方が本棚を設置してくれて助かっています。 

座 長：鈴鹿市では，社会教育委員は公民館運営審議委員も兼ねています。 
ですから，公民館のことも社会教育委員としての目で見ていくこと 
も必要です。 

 
４ その他 



 

 

(1)社会教育委員研修会について 
事務局：1月 26日(水)北ブロック研修会，2月 9日(水)社会教育セミナーが開 

催されます。また「孫育て」の研修会を生涯学習課主催で 1月 30日 
(日)に予定しております。 

(2)各課事業について 
事務局：他に，図書館より年賀状展のチラシと考古博物館よりアンデスの彩 

のチラシの 2点についてもよろしくお願いします。 
座 長：これらのことについて何かありましたらどうぞ。なければこれで座 

長の役を降ります。 

 
５ 閉 会 


