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第 1 回鈴鹿市社会教育委員会議事録（概要版） 
日  時  平成 23 年 7 月 13 日(水)14：00～15：20 
場 所  鈴鹿市役所 11 階 教育委員会室 

 
 
出席者 
社会教育委員 
 井田裕子委員   山本陽子委員 一見勝美委員  出岡昌子委員 
  名和利昌委員  大井康裕委員  三木幸夫委員  北川友代委員 

 
文化振興部 

幸田文化振興部長  江藤参事兼文化課長  宮崎生涯学習課長 
松岡スポーツ課長  藤田図書館長  東口考古博物館長   
實義生涯学習課主幹兼管理ＧＬ 片岡生涯学習課副参事兼生涯学習ＧＬ  

清水生涯学習課主幹 松浦生涯学習課副主幹 
 
１ あいさつ 
   長谷川正人教育長あいさつ 
 
２ 自己紹介 
   委員，職員自己紹介 
 
３ 座長選出 
   出岡昌子委員を座長に選出 
 
４ 協議事項 
(1) 平成 23 年度文化振興部主要事業について 
  組織図・職員数・事務分掌    幸田部長より説明 
  文化課             江藤課長より説明 
  生涯学習課           宮崎課長より説明 
  スポーツ課           松岡課長より説明 
  図書館             藤田館長より説明 
  考古博物館           東口館長より説明 
 
座 長：平成 23 年度文化振興部主要事業の説明がありました。質問があればお 
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願いします。 
ご意見がないようですので，協議事項の 2 番目の昨年度の委員会で出 
された主な意見について，担当課長から説明願います。 

 
(2)昨年度の委員会で出された主な意見について 

①図書のリサイクルに積極的に取り組んでほしい。 

図書館長：図書館が所蔵する図書のリサイクルについてですが，図書館の図書 
及び資料は蔵書として備品管理されています。蔵書をリサイクルする 
には除籍する必要があります。除籍するには，「鈴鹿市図書館資料の除 
籍に関する基本方針」によりまして，例えば補修が困難な図書や，購 
入から 5 年が経過し，かつ内容的に利用価値が低いもの，また新版や 
改訂版が出版され文献的に価値が低いものなどを除籍します。除籍し 
た図書をリサイクルするためにリサイクル図書として以前から市民の 
方に図書館の玄関ロビーに配架して，提供を行っています。なお，平 
成 21 年度からは，庁内 LAN の掲示板を利用してリサイクル図書の紹 
介をして，まず市の関係機関，例えば保育所や幼稚園などで児童図書 
に活用してもらっています。また，リサイクルできない廃棄図書につ 
いては，リサイクル業者に委託をして，段ボール箱や建設工事資材の 
再生，製品化を図っているところです。さらに図書館ロビーのリサイ 
クルコーナーの隣に市民の方が不要になった図書を利用者に提供する 
「市民ライブラリー」のコーナーを設置し，市民の方に活用していた 
だいています。 

②各種青少年育成団体への補助金の増額を。 

生涯学習課長：青少年育成団体への補助は，現在 7 つの団体へ行っております。 
行政サービスはどうしても画一的になりがちですが，各種団体の皆さ 
んは，行政にはできない細やかな活動を行っていただいております。  
しかしながら，市の財政状況はいぜん厳しく，会計上，次期繰越金が多 
い団体については，全庁的に補助金をカットしている状況でございます。 
幸いにも，本課が所管する団体については，少しの減額もございません 
でしたので，今後も現状維持を保てるよう，努力してまいりますので， 
ご理解をいただきますようよろしくお願いいたします。 

③成人式を舞台（主催者・来賓側）と客席（成人側）が一体感の持てるものに。 

生涯学習課長：成人式は実行委員会形式で企画運営を行っており，前回までの 
実行委員も一生懸命でしたが，今回の実行委員には子ども議会の経験 
者が 5 人おりまして，これまでにも増して前向きで，熱心に議論して 
いる最中でございます。 
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会場の限界もありますが，いろいろな新しい案が出されておりますの 
で，私たちも期待をしながら，そしてサポートしながら，魅力ある成 
人式になるよう，努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。  

④社会教育委員は公民館運営審議会委員も兼ねているので，社会教育委員の視 

線で公民館のことも見ていく必要があるのではないか。 

生涯学習課長：社会教育委員会と公民館運営審議会委員の構成は同じであり， 
その職務も深く関連するということで，同じ方々に委員を兼ねて委嘱 
させていただいております。 

    公民館運営審議会は館長の諮問に応じて開催する会議でございますが， 
平成 19 年度までは行政からの案内で，年 1 回開催し，公民館の職員体 
制や予算や事業について，ご説明をさせていただいておりました。 
しかし，社会教育委員会の内容と重複する部分が多いことから，平成 
20 年度からは，開催をしておりません。 

    今後もこの社会教育委員会の中で，公民館の管理運営についてもどし 
どし，ご意見やご提言をいただきたいと思いますので，よろしくお願 
いいたします。 

⑤社会教育委員として何をやっていけばいいのか。やれる範囲での目的をもう 

少し明確にしてほしい。 

生涯学習課長：いつもいただいている疑問・質問です。 
   お手元にお配りしました社会教育法の抜粋ですが，「社会教育委員の職 

務」をご覧いただきますと，かなり専門的でありますので社会教育分野 
専門の学識経験者等をお迎えして，頻繁に会議を持つような事務になっ 
ております。現状の会議の持ち方からすると，この職務を遂行していた 
だくことはかなり難しいです。 

    しかし，委員の皆様は，専門的な知識や経験をお持ちの方でいらっし 
ゃいますし，人生経験も豊富な方ばかりでございます。 
学校教育，家庭教育，成人教育，青少年健全育成など，それぞれのお 
立場で活動されている中で，いろいろ感じていることや疑問に思われ 
ていることを，要望・提言という形で出していただくということが， 
皆様にお願いすることではないかと考えておりますので，よろしくお 
願いいたします。 
また，特に学校教育との関係についてご意見がありましたが，教育基 
本法の精神に則り，社会教育法がつくられ，平成 20 年に社会教育法が 
改正され，それが，社会教育委員のしおりの 4 ページ下に挙げられて 
おります。地域住民等による学習の成果を活用した学校等における教 
育や放課後，休日に学校を利用した学習機会の提供などが改正の中で 
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入れられています。それを生涯学習課の事業と考え合わせますと，公 
民館事業やサークル活動を通じて学習したことを学校等で活用するこ 
とや放課後子ども教室などの事業がこれにあたるのではないかと考え 
ています。 

    また，家庭教育支援についても，その教育力の低下が指摘されており 
ます。家庭のあり方や子どものしつけなどの学習支援は，成人教育の 
一分野であるといわれていますが，学校との連携協力は不可欠なもの 
であると思いますので，今後も引き続き，皆さま方の御支援をお願い 
申し上げます。 

⑥神戸コミュニティーセンターのトイレを洋式に変えてほしい。 

生涯学習課長：会議後，所管する地域課へこのことを報告いたしましたところ， 
計画を立てていただき，この 5 月に改修工事が終わりましたので，ご 
報告させていただきます。 

座 長：何か意見があればお願いします。 

    明確に答えを出していただける部分と④，⑤のようにはっきりした答 

えが出にくいものがありますので，それぞれ御意見いろいろあると思 

います。 

特に社会教育委員としての仕事について，どういう風なものをやって 

いけばいいのかということについては，かなり難しい部分があると説 

明がありました。普段感じていること，生活の中での要望や提言をし 

ていっていただきたいと思います。普段の活動の中で気づきや御意見 

あればお願いします。 

委 員：各青少年育成活動団体に登録されている子どもたちの人数はどのくら 

いいるのでしょうか。 

生涯学習課長：今，この場に詳細な資料がございませんので，わかる範囲で答 

えさせていただき，後ほど改めて回答させていただきます。 

委 員：スポーツ少年団は 800 人くらい加入しています。 

青少年育成団体間の子どもたちの交流はあるのでしょうか。何かの行 

事の時に交流しているのでしょうか。他の団体との交流はしているの 

でしょうか。 

生涯学習課長：加入者数ではないのですが，鈴鹿市子ども会連合会には市内で 

39 団体の加入があります。延べ参加者数は，16，215 人でした。ジュ 

ニアリーダー会は，9回の行事で 371 人の子どもが参加しています。ガ 

ールスカウトの行事には 30 人，ボーイスカウトの行事には 408 人が参 

加したとの報告はいただいています。 

委 員：子ども会同士の交流はできているだろうが，青少年団体同士の交流の 
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推進を働きかけていただくと，もっと子ども同士の交流が増えたり， 

子どもたちが団体に加入する意欲がでてくるのではないかと以前から 

思っています。 

事務局：子ども会連合会へは，現在約 1,800 名の子どもたちが登録しています。 

市子連に加盟していない子ども会もあります。ボーイスカウトは，市 

内に 5団体計 317 名の団員がいます。ガールスカウトは市内 1団体 22 

名の団員がいます。鈴鹿ジュニアリーダー会は，小学 5年生から高校 

生まで 27 名のメンバーで活動しています。 

座 長：委員より各団体の交流の推進をお願いするとの意見がありましたので， 

検討よろしくお願いします。 

委 員：鈴鹿ジュニアリーダー会というのは主にどのような活動をしているの 

ですか。 

事務局：研修を積んだ子どもたちが，子どもたちに遊び等の指導をする活動を 

しています。 

普段の活動としては，単位子ども会へ出向いて子どもたちに集団遊び 

の指導を行っています。年に 1度，鈴鹿青少年センターでジュニアリ 

ーダー研修会として，新しいジュニアリーダーを育てるために 1泊 2 

日の宿泊研修をメンバーで計画して実施しています。 

昨年度からは，放課後子ども教室で遊びの指導をしてもらい，ジュニ 

アリーダーから指導してもらうということで，教えてもらう子どもた 

ちも生き生きと活動している状況です。 

座 長：他に意見が無いようですので，次の事項に移ります。 

 

(3)事業の視察について（別紙 2） 

事務局：昨年来，当委員会の中で，社会教育委員として何かできることは無い 

かという意見をいただく中で，社会教育関係事業について視察をして 

はどうだろう，という意見をいただきました。各課から視察事業を提 

案させていただきました。簡単に一つずつ説明させていただきます。 

○各課から説明 

 ・金生水沼沢植物群落保護増殖事業（文化課） 

 ・放課後子ども教室推進事業（生涯学習課） 

 ・市民学習活性化事業（家庭教育支援事業・親なびワーク） 

  （生涯学習課） 

 ・公民館施設見学（稲生公民館・若松公民館）（生涯学習課） 

座 長：4事業を候補として挙げていただきました。皆さんの御意見をお聴きし 

まして視察先を決めさせていただきたいと思います。いかがでしょう 
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か。 

委 員：私としては，金生水沼沢植物群落保護増殖事業を見せていただきたい 

と思います。 

座 長：今の御意見の方向で検討していただいてよろしいでしょうか。 

    いかがでしょうか。 

それでは，金生水沼沢植物群落の見学という意見がございましたので， 

時期についても計画いただきたいと思います。生涯学習課長から 10 月 

から 11 月くらいでいかがということでしたので，楽しみにしていきた 

いと思います。 

    協議事項はこれで終わりとなりますが，他に何かご意見，ご提案，ご 

提言がございましたらよろしくお願いしたいと思いますが，いかがで 

しょうか。 

委 員：委託事業の中で出ていましたが，江島の公園の前の駐車場にする池を 

埋め立てていますが，今後の予定はどのようになっていますか。 

スポーツ課長：市街地整備課が担当していますが，今年度は土盛りを重ねてい 

るということで聞いています。具体的にいつ，こういうかたちという 

のはまだ決まっていないということです。市街地整備課と協議させて 

いただきたいと思います。 

座 長：他にいかがでしょうか。 

    ありがとうございました。協議事項は，全部終了いたしましたので， 

次に，5 の「その他 年間活動スケジュールについて」生涯学習課から 
説明願います。 

 
５ その他 
事務局 （年間活動スケジュールについて，別紙 3 により説明） 
     昨年まで，三重県生涯学習センターと三重県社会教育連絡協議会が 

タイアップして行っていたセミナーが本年は計画されていませんので， 
それに代わる研修会の情報が入り次第案内させていただきたいと思い 
ます。また，社会教育情報誌についても配付させていただきたいと考 
えております。 

座 長：これで，本日の会議を終了させていただきます。皆さんのおかげで会 
議がスムーズにすすみましたことにお礼申し上げます。ありがとうご 
ざいました。これで座長を退任させていただきます。 
 
会議終了 


