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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 25年 7月 12日(金)14：30～16：00 
場 所  鈴鹿市役所 11階 教育委員会室 

 
 
出席者 
社会教育委員 
 石田 典子委員   大薮 延子委員  中道 公子委員   名村 一宏委員 
  名和 利昌委員  羽田 規夫委員  北川 友代委員  佐々木 三喜委員 

 
文化振興部 
文化振興部長 古川 滋，参事兼文化課長 神 悦子， 

生涯学習課長 白塚山 隆彦，スポーツ課副参事 今村 隆之， 

  参事兼図書館長 大藪 宏紀，考古博物館長 兼丸 まり子，  

文化課副参事兼文化振興ＧＬ 川北 信夫， 

文化課副参事兼文化財ＧＬ  宮崎 哲郎， 
スポーツ課主幹兼管理ＧＬ 北出 武史， 

スポーツ課主幹兼振興ＧＬ 鈴木 明， 
生涯学習課副参事兼管理ＧＬ 實義 幹夫， 
生涯学習課副参事兼生涯学習ＧＬ 豊田 正人， 
生涯学習課生涯学習Ｇ主幹 清水 健司，  

 
１ あいさつ 
   文化振興部長あいさつ 

 
２ 自己紹介 
   委員，職員自己紹介 

 
３ 座長選出 
   名和利昌委員を座長に選出 

 
４ 協議事項 
(1) 平成２５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    文化課 神課長より説明 
  文化課             文化課 神課長より説明 
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  生涯学習課           生涯学習課 白塚山課長より説明 
  スポーツ課           スポーツ課 今村副参事より説明 
  図書館             図書館   大藪館長より説明 
  考古博物館           考古博物館 兼丸館長より説明 

 
名和座長：ただ今，平成 25 年度文化振興部主要事業についての説明がありまし

たが，ご質問等はございませんか。 

     質問等なし 

名和座長：他にこの機会に委員の皆様より今後の社会教育の取り組みとして何

かご提案・提言等ありましたらよろしくお願いします。 

大薮委員：現在郡山小学校，前任は加佐登小学校に勤務しておりました。ちょ

うど伊勢国分寺跡，今回は郡山遺跡ということで，遺跡から発掘され

たものを，平成 18 年に考古博物館の方から解りやすい，ニュースレタ

ーのようなもので見せていただきました。 

     学校のショーケースといいますか，賞状等とか並べてある所に，是

非それを並べて解りやすく展示していきたいと思います。 

ここは，昔こんな様子だったと説明するにあたり，子どもたちに，解

りやすく示すのにアドバイスをいただけると，自分達の地域の，遺跡

とか・発掘された物とかへの，関心がすごく高まるのではないかと思

いました。  

そのあたりのアドバイス等を考古博物館の方からいただける     

ことは可能でしょうか。 

考古博物館長兼丸：鈴鹿市内には１３００程の遺跡がございまして，鈴鹿市内

全体に渡り遺跡の多い所でございます。それぞれ発掘をしますと，そ

れをもとに図録に残したりしております。 

先ほど，大薮委員のおっしゃいました学校への案内，そういうこと

も今後考えていきたいと思います。今日の社会教育委員会を受けまし

て，博物館内で話をしていきたいと思います。 

名和座長：他にございませんか。 

中道委員：子どもたちの健全育成という上では，学校だけではなく，地域とか，

家庭とか，特に家庭教育が，とても大事だと思っています。 

家庭教育支援の研修会・講演会について，もう少し詳しい内容を教

えていただきたいのですが。 

生涯学習課長白塚山：中道委員のご質問でございます。生涯学習課が，家庭教

育関係の仕事も携わっているという中で，家庭教育関係の事業の補足

説明をさせていただきます。本日，座長であり，PTA 連合会長でもある
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名和会長もお見えになりますが，もちろん家庭教育につきましては， 

PTA 連合会と連携を取って行っています。 

また，鈴鹿市に家庭教育学級というものがございます。 

この学級は，全幼稚園・全小学校・全中学校で開設いただいておりま

す。この学級の支援のひとつとして，「親なびワーク」という事業を毎

年実施しています。なお，この「親なびワーク」の語源ですが，家庭

教育の原点である「親」と，ワーキンググループとナビゲーションと

の合成語でございます。この事業は，もともと三重県が実施していた

事業を活用させてもらったものでございます。鈴鹿市内に 3 名のファ

シリテーターがいまして，各家庭教育学級から，「親なびワーク」の要

請があれば，ファシリテーターと共に出向かせていただいています。

子育てに対するワーキングといったような話し合いの場を持たせて頂

いている事業で，本年度は，今のところ 11 の家庭教育学級から申し込

みを頂いています。なお，昨年度は， 13～15 回の実績があったと思い

ます。本日，委員の中に幼稚園，小学校，中学校の校長先生も，園長

先生もお見えでございますので，また家庭教育学級のメニュー等で，

お困りでございましたら生涯学習課までお声をかけていただければ，

この「親なびワーク」も含め，いろいろな形で支援できるのかなと思

っています。今後ともよろしくお願いします。 

名和座長：他にございませんか。 

名村委員：三重県の方で，社会教育の研修会がありました。 

その時の議題に，「子どもの学び場」というのが出ていました。 

社会教育や生涯学習と関連すると思いますが，「学びの場を，地域全

体で作っていこうではないか」というものを，それぞれの地域で作っ

ていったらどうかと言う議題が出ていました。これは「今後ボランテ

ィア活動を続けていく上でも，あるいは地域の力をつけていく上でも，

先ほどの家庭の教育の力をつけていく上でも大事ではないか」と，あ

る程度団体でも話し合いましたが，鈴鹿市としてそういうふうな，「学

びの場」をこれから作る予定，あるいは今までの実績とかありました

ら教えていただきたいと思います。 

生涯学習課長白塚山：名村委員さんからのご質問でございます。まず青少年育

成市民会議の名村会長が中心となって，行っていただいている青少年

健全育成活動，これも大きな意味で「子どもの学びの場」の中で，青

少年を地域全体で育てていく，まず第一の活動ではないかと思ってい

ます。この他，最近の状況でございますが，三重県の教育委員会社会

教育部門において，「学びのコーディネーター育成事業」といったよう
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な事業が実施されています。これはまさに名村委員がおっしゃいまし

た，地域で子どもたちを学校以外の場面でコーディネートしていこう，

サポートしていこうといったような事業に対していろんな支援をして

いただくと言う事業でございます。この「学びのコーディネーター育

成事業」につきましても，鈴鹿市の直属の業務ではございませんが，

コーディネーターのメンバーを紹介させていただいたりとか，協力を

しております。参考までに今年度県内で，学びのコーディネーターが

60 数名お見えになる中で，鈴鹿市においても 3～4名のメンバーを現在

推薦させていただいているところでございます。 

あと，放課後子ども教室，これが 4 教室実施しております。清和・

白子・郡山・明生の 4教室でございますが，週に 1回または 2週間に 1

回の事業で，放課後の主に小学 1 年生から 3 年生を対象とし，いろん

な地域の学習をしたりとか，そういった形で実施をいたしております。 

名和座長：他にございませんか。 

中道委員：実は私，中体連の夏の大会で，ソフトテニスの会場大会長というの

を勤めさせていただきます。 サンスポーツランドで行うということで，

「何も日陰になるところがない」と言われていますが，日除けのよう

なものを，今後作っていただくような予定はないでしょうか。 

スポーツ課副参事今村：中道委員の質問についてお答えさせていただきますが，

サンスポーツランドについては，先ほど少しご説明をさせていただい

たのですが，国体開催に向けた施設整備計画というのを今年度来年度

で，立てる計画しておりまして，その中で，ソフトテニスの練習会場

として入っているのですが，ただ早急に，日除けが足らないので，作

るとかという事は，今後の研究課題の一つとして受け留めさせていた

だきます。  

中道委員：ありがとうございます。 

名和座長：他にございませんか。 

石田委員：以前は，家庭教育学級に各学校や幼稚園の方に，支援の補助があっ

たのですが，それがなくなり，「親なびワーク」など，市の方から講師

を派遣して頂いています。「親子でできるふれあい体操」というか，軽

スポーツのほうは，以前スポーツ課の方に，「こういう講師の方，来て

いただけませんか」ということを，お願いして実施していただいたこ

とがあります。 

親子でできるレクリエーションで，「こういうふうな企画があります」

というのがあれば，お教えいただいたいと思います。 

スポーツ課副参事今村：レクリエーションの方ですか？ 
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石田委員：軽スポーツというか，親子でできるふれあい遊びのような形で，体

を動かしながら，家庭教育の推進になっていくと思います。 

 そういうふうなところで講師として来て頂けるとか，そういうよう

な企画というのはあるのでしょうか。 

スポーツ課副参事今村：スポーツ課で，スポーツ指導者登録制度というのがご

ざいまして，そこで「家族でできるニュースポーツ・軽スポーツ」の

指導者の登録等もございますし，各地区に，スポーツ推進委員という

のがいらっしゃいますので，その方にご相談をしていただくのもあり

ます。でも，いったんスポーツ課のほうに話をいただいて，スポーツ

課からから連絡をさせていただくというのもございますので，よろし

くお願いします。 

石田委員：では，窓口というのはスポーツ課へ連絡してということですね。 

ありがとうございます。この頃，幼稚園のほうも，ＰＴＡの予算も

なかなか無いので，改めて園の方から，講師を呼ぶということが，ず

いぶんできにくくなっているので，市のほうの事業を利用して，園の

方でもいろんな行事とか作っておりますので，またよろしくお願いし

ます。 

名和座長：他にございませんか。 

私発言します。 

一点教えてほしいのですが，鈴鹿市のジュニアゴルフ倶楽部を，去

年の 6月に発足しました。 

ジュニアのゴルフ倶楽部を立ち上げようということで，第一期生は

「広報すずか」に募集して 16 人です。 

第二期は，今年の 3月に募集して 8人，合計 24 人プラスと、特別

にビジター1名入れて 25 名のジュニアが活動しています。 

そのうちの 20 名が小学生ですが，そういうような活動団体に，鈴鹿

市として，推進というか，補助というか，関わりというか何かないで

しょうか。 

スポーツ課副参事今村：まず、鈴鹿市体育協会というのがございます。そこに

ゴルフ協会も加盟しております。鈴鹿市体育協会の方から，金額は今

この場ではわかりませんが，鈴鹿市体育協会の方からゴルフ協会の方

には，運営費補助というのが，毎年出ておりまして，ゴルフ協会の方

でまた振分けられるような話になってくるのかなと感じはしますので，

また確認はさせていただきます。 

名和座長：保護者会会長なのでその辺が見えてこなかったのですけれど。ジュ

ニアスポーツも，これから，いろいろなスポーツが盛んになってくる
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と思います。 市としての関わり方というのは，大事なのかなと思って

おります。ありがとうございました。 

名和座長：はい，羽田委員さん。 

羽田委員：生涯学習課の方へ質問したいと思います。 

「放課後子ども教室」の事についてですが，事業が平成 19 年から始ま

って，現在平成 25 年ですが，その間 4 校区しか開校していないと言

うところがあります。増えて行かないのは，どういうところに問題が

あるのか。その問題をクリアすれば予算的にはどうなるのか。 

現在の予算が，ニ百数十万円ですね。この予算内で，教室が増えた

ときのことを考えると。今平均すると大体 60 万円くらいですかね。そ

うしますと 5 校 6 校なってきた時に，予算の額が増額できるのかどう

かという問題も含めてどうなっていくのというところを、お聞きした

いと思います。 

生涯学習課長白塚山：羽田委員の放課後子ども教室の推進について，委員のお

っしゃいますように，毎年この 4 校が，これ以上増えていかないよう

な状況というようなことで，私どもも過去にオルグに回らしていただ

いて，この 4 校を 5 校 6 校に、というような動きをさせていただいた

経過もございます。やはり 1 番の問題は，ボランティアの人数確保が

できないということで，子どもを小学校へ送り迎えをいただくといっ

たような事とか，安全の確保とか、そういったことに、 10 数名のメン

バーが必要になります。そういうメンバーの確保が，できなかったと

いうことで，現在この 4校にとどまっている状況でございます。ただ，

今後につきましても，この 4 校をさらに充実していくとともに，これ

を PR していくことにより，「うちもやってみよう」という地域が出て

くるということであれば，是非増やしていきたいと考えております。 

予算の件でございますが，国・県から 3 分の 1 ずつ予算をいただい

ている事業でございますので，これがもし来年， 5 小学校区になれば，

その分だけのお金を，国・県の方にエントリーさせていただいて，確

保させてもらうとともに，市の持ち出し分 3分の 1というのも，1校増

えるということでございましたら，財政当局等に予算要求していくと

いうような考えを持っております。 

名和座長：はい，ありがとうございました。その他にないでしょうか。 

ありがとうございました。以上で協議事項は終了いたしました。それ

では次に事項書５その他の社会教育委員の年間活動スケジュールにつ

いて生涯学習課から説明をお願いします。 
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5 その他 
  （生涯学習課 豊田より社会教育委員の年間活動スケジュールについて説

明） 
  （考古博物館長 兼丸より企画案内・行事チラシの説明） 
座長：以上で本日の会議を終了いたします。皆さまのおかげで会議がスムーズ

に進みましたことに御礼を申し上げます。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 

 


