
 

 

第 2回鈴鹿市社会教育委員会議事録（概要版） 

日  時  平成 24年 1月 13日(金)13:30～14:45 
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   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 
（欠席：一見勝美委員） 

 
文化振興部 
文化振興部長 幸田至章， 参事兼文化課長 江藤昭， 
生涯学習課長 宮崎由美子， スポーツ課長 松岡正朋， 
図書館長 藤田辰也， 考古博物館長 東口元，  
生涯学習課主幹兼管理ＧＬ 實義幹夫， 
生涯学習課副参事兼生涯学習ＧＬ 片岡健二， 
生涯学習課主幹 清水健司， 生涯学習課副主幹 松浦洋幸 

 
１ あいさつ 
   文化振興部長あいさつ 

 
２ 座長選出 
   出岡昌子委員を座長に選出 

 
３ 協議事項 
(1)平成 24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：御意見御質問がありましたらお願いします。 
    無ければ，後でまとめてお願いします。 

 
(2)平成 24年度文化振興部主要事業について 

 
文化課長から順次説明 

 



 

 

座 長：ありがとうございました。各課関係課長から説明をいただきました。 
これに対するご意見やご質問がありましたらお願いいたします。  

委 員：明日をひらく少年スポーツ育成事業の中の小中学生の全国大会出場激 
励金や各種ジュニアスポーツ行事の開催というのは，学校のクラブ活 

動ということでしょうか。 
スポーツ課長：激励金については，鈴鹿市の代表で全国大会へ出場していただ 

いた場合の激励金です。以前は，一人 7,000 円ということで補助させ  
ていただいていました。ジュニアスポーツ行事の費用につきましては，

鈴鹿市の体育協会へ委託しまして，アスレチックをしたり，いろいろな

ストレッチの講習会を開催させていただいておりまして，そういった費

用でございます。スポーツ少年団につきましては，この日曜日に行われ

ます駅伝大会，体力測定などをやらせていただいております。 
委 員：団体競技と個人競技がありますが，個人競技での全国大会への関わり 

はどうなっていますか。  
スポーツ課長：そのつど申請していただいて，該当すれば当然激励金の対象と 

なります。 
座 長：ありがとうございました。 
   他にどうでしょうか。 
委 員：平成 24年度主要事業（案）の中で，生涯学習の推進の中の３番目の図 

書館サービスの充実についてお聞きします。図書館の方には，ふれあ 

いライブラリーで公民館をこまめに回っていただいており，ありがとう

ございます。図書館も資料がだんだん増えてきて保管場所が狭く，人口

的にちょっと小さくなってきたような気がします。非常に苦しい財源の

中なのですが，もう少し大きい図書館に建て替えるという計画を持って

いただければありがたいかな，と思っております。図書館というのは，

鈴鹿市に住んで見える方の知恵袋を作る源でございます。その図書館と

いうものをもう少し大きいものにして，本というものの保管場所も充実

できるような形にしていただいたらどうかと思っております。これから

そういう計画があるのかどうかお聴きいたします。 
図書館長：ありがとうございます。今の図書館は昭和 56年に，人口規模 18万 

人で設定しまして建てた図書館でございまして，現在 34 万 1 千冊ほど
の蔵書が入ってございます。今，委員が申されましたように，人口も 20
万人を超えまして，書庫としてのスペースはかなり狭賄化となってござ

います。そういうことから今すぐにということではございませんが，財

政状況も厳しいことでございますので，今後についてはそういった新し

い図書館なり，増改築も含めた検討はしていかなければならないと考え



 

 

ておりますが，今のところ計画はございません。 
委 員：各課の説明の中で「70周年記念に合わせて」という言葉がたくさん出 

ておりました。シティマラソンと他のものとは一緒にはできないでし 

ょうが，例えば，大黒屋光太夫の特別展や講演会など，各課で 70 周年
ということで話が出ておりましたが，それぞれ見てみますとほとんどそ

のための予算というのは入ってないようですね。冠に 70 周年記念と入
れるくらいで本当に人を集められますか，という感じがします。 
部としてこのあたりをまとめて，例えば秋でも春でもいいですが，土・

日にかけて二日間で 70 周年記念事業をやります，ということで，例え
ば，先ほど大黒屋光太夫の 70 周年記念事業を言われましたが，佐々木
信綱記念館も稲生の民俗資料館も庄野の資料館も全部一緒に 70 周年記
念で何かをやりますよ，という考え方で少し予算を取っていただいて，

市民をあちこちの近いところへ足を運ばせる，ということができないで

しょうか。予算もあまりない中で，それぞれの目標を見ますと，入館者

を増やしたい，充実したい，あるいは促進したいなどたくさんあります。

具体的に 70 周年記念事業をやったために，図書館の貸し出しが一日で
何千冊も増えるということは無いでしょうが，考古博物館あるいは庄野

の資料館もその日は普段より人が増えたということがみられるくらい

の効果を出していただきたいと思います。 
お金，企画，そして知恵を出して，汗かいてほしいなと思いますのでお

願いいたします。 
部 長：実は 70周年記念事業につきましては，平成 22年度から企画等行って 

おりまして，各部局から提案をさせていただきまして，23年度に予算化
され，本年 1月 15日のキックオフのイベントから始まります。24年度
事業につきまして，現在各部局から出た内容を企画課の方で予算と比較

検討をしていまして，採択というかたちで 70 周年記念事業とすること
となっております。具体的には，新しい事業を除いて，グレードアップ，

今現在継続して行っている事業に上乗せするような事業につきまして

は，ほとんど予算がついておりません。ただ，今後新規事業として地域

のまちづくり等につながる事業については，多少予算が付いております

が，厳しい財政状況の中，ある程度の予算の中で，各部局のイベントに

プラスアルファをしていただいているのが現状です。 
今後，70周年記念の市民事業に対しまして冠付けをお願いしますことと，
2月 5日広報すずかで募集いたしますが，市民が主体的にやっていただ
ける事業に対して，予算的には 300万円ほどですけども上限 50万円と
して市民公募をいたしまして，市民事業の中に 70 周年記念事業と位置



 

 

付けをしまして補助事業として実施をする予定でございます。ほとんど

事業が固まっている中で，1月 15日の最初のスタートでは，産業振興部，
企画調整部，文化振興部等が一緒に組みまして午前中から夕方まで 1日
事業を実施する予定でございます。他につきましては，各々の部局でそ

れぞれの担当によって 70 周年記念事業として位置付けて実施する予定
でございます。 

座 長：他にいかがでございますか。 
委 員：考古博物館についてお聞きしたいのですが，年間どれくらいの方が入 

場されるのでしょうか。 
考古博物館長：アクセスが非常に悪いということもあり，いろいろな策を打っ 

ているのですが，来館者の増には大変苦慮しているという状況でござ 

います。およそ年間 1万人ベースで推移して来ているのですが，平成 22
年度は，少し落ち込みまして 8千数百人でしたが，23年度は多少増え，
1万人に近付くという状況でございます。 

委 員：それに関連しまして，子どもと大人の比率というのはどのくらいなの 
でしょうか。 

考古博物館長：大半が子どもさんです。それも季節的なものがございまして， 
夏休みの集客が非常に多くございまして，来ていただくのに車がいり 

ますので，どうしても夏休みに固まってしまうという状況でございます。 
委 員：例えば，学校へ出張して行うということはやっていないのですか。 
考古博物館長：たくさん行っておりまして，出前講座というかたちで，特に勾 

玉づくりなどは御要望が多いですので材料を一括お持ちして行ってお

ります。小学校の多くで行っております。また，地区公民館での出前講

座も行っており，頻繁に出かけております。 
委 員：鈴鹿市の中に，日本の国民誰もが知っているという歴史的なものはあ 

るのですか。 
考古博物館長：ついこの前，企画展が終わったところですが，日本武尊と白鳥 

伝説という企画展を開催いたしました。亀山の能褒野にも御陵がある 

のですが，鈴鹿にも白鳥塚というのがございまして，これは，全国的に

有名ではないかと思います。日本書紀，古事記に記載されております大

和武尊伝説を色濃く残したものだということで，これはかなりネームバ

リューもあると思いますが，その企画展示を去年 11 月にやったところ
でございます。工夫をしながら，なるべくネーム的に価値のあるものを

みつけて企画展の舞台に上げていこうと，考えているところです。 
委 員：今，考古博物館の入場者を 22年度は 8千人くらいと言われましたが， 

社会教育アクションプランの目標値，現状値の博物館等来館者が平成 22



 

 

年度 2万 7千人というのは，博物館は 8千人で，それ以外が 1万 9千人
ということでしょうか。 

考古博物館長：今おっしゃいていただいた博物館等来館者の「等」の部分は， 
庄野宿資料館，稲生民俗資料館，大黒屋光太夫記念館などです。考古  

博物館は 1万人ベースということで踏まえていただきまして，2万 7千
人の内 1万人ベースが考古博物館ということで，その他は資料館等の入
場者ということです。 

文化課長：先ほど説明させていただきました 27，204人の対象は，考古博物館， 
佐々木記念館，庄野宿資料館，伊勢型紙資料館，稲生民俗資料館，大  

黒屋記念館，前川定五郎資料室，この 7つの施設に入場していただいた
方の数字でございます。 

座 長：他にいかがでしょうか 
委 員：アクションプランの 3番の文化遺産の継承の修正内容案の 4番の史跡 

指定地のうち，「史跡指定地のうち，国府政庁域（約 10,000㎡）を中心
として･･･」が削除されて，「⑤史跡伊勢国府跡 73,940㎡･･･」が加えら
れました。削除された部分は公有地化を進めるとなっていまして，公有

地部分が確定したために，内容を修正したということでしょうか。 
考古博物館長：伊勢国府跡が全体で 73,940㎡あります。その内の伊勢の国の国 

府という役所であります政庁がありました政庁域が，およそ 10,000 ㎡
ございます。市としてもなるべくたくさん土地を買い上げ，公有地を増

やして指定地を増やしていく方向に行きたいのですが，地主の方々にと

っては，先祖伝来の土地を手放し難いということがございます。そうい

う中で今まで公有地の買い取りができたのが， 10,000 ㎡の中の 2,020
㎡のみという意味であります。更にそれを今後拡大していく方針なので

すが，なかなか難しいこともあり，新たな⑤に修正させていただきまし

た。公有地拡大を目先のことではなくて，その活用と周知を図りながら

管理の方で進めていこうという，より実態に合うかたちに変更したとい

うことでございます。 
座 長：他にいかがでございますか。提案とか提言がありましたら，是非出し 

ていただきますようにお願いいたします。 
委 員：私，長年社会教育委員をやらせていただいておりますが，アクション 

プランの中に数値を入れてくださいという意見が，何年か前にありまし

て，いろいろと数値を入れていただいております。目標値を入れていた

だいたのは非常に結構なのですが，今までの形を引き継いでという感じ

になっています。私からお願いしたいと思いますのは，部の方針という

ものはそんなに変わらないでしょうが，課なり館のもう少し具体的なと



 

 

ころが我々としては知りたいと思います。 
文章の言葉尻にこだわるわけではありませんが，例えば 1番の「①公民
館，ふれあいセンターの運営委託」の中に「生涯学習事業の充実を図る」

とありますが，何をやったら充実になるのか，具体的にどんなことをや

られるのでしょうか。また，2 番目は「来館者の増加を図る」とありま
すが，増加を図るために何かイベントをやるのでしょうか，今年はどの

ようなことをやるのでしょうか。その次は，「内容を充実する」とあり

ます。言葉としてはきれいなのですが，具体性があまり我々素人には見

えません。詳細な内容は各課で把握しているのでしょうが，その辺のと

ころをここで出してもらいたいと思います。例えば，図書購入のところ

の図書館資料の充実に努めるというところでは，予算額 2千万円の内い
くら使ってどのような本を何冊くらい買うのか。どこへ棚をつけるのか。

あるいは保管の物置を置くとこのくらい要るなど。その次には「巡回サ

ービスを行う」とありますが，今までは週 1回していたところを週 2回
にする，あるいは 2週間に 3回にするなど，もう少し具体的なことを教
えていただくと我々にも分かりやすいのかなと思います。 

座 長：ありがとうございます。もう少し具体性を持った表現，あるいは説明 
の中に具体化したものを入れてほしいという要望であります。よろし 

くお願いをいたします。 
座 長：では，事項書 4，その他 社会教育委員研修会についての説明をお願い 

いたします。 
生涯学習課：説明 
座 長：以上で本日の会議は全て終わりました。皆さまのご協力によりまして 

スムーズに会議が進みました。御礼を申し上げます。ありがとうござ 

いました。 

 
会議終了 

 


