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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 26年 7月 17日(木)15：00～16：00 
場 所  鈴鹿市役所 11階 教育委員会室 

 
 
出席者 
社会教育委員 
 橋爪 啓子委員   山中 秀志委員   松嶌 康博委員 
 羽田 規夫委員  渥美 恭子委員  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 井上 陽子 

生涯学習課長 白塚山 隆彦 参事兼スポーツ課長 藤井 康彰 

  参事兼図書館長 大藪 宏紀 考古博物館副参事兼管理企画 GL  嶌田 茂喜  

文化課副参事兼文化振興ＧＬ 赤塚 直樹 

文化課副参事兼文化財ＧＬ  宮崎 哲郎 
スポーツ課副参事兼管理ＧＬ 川出 喜則 
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 
考古博物館主幹兼埋蔵文化財 GL  藤原 秀樹 

 

欠席委員  松葉 たみ子委員  中道 公子委員 

 
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 
 生涯学習課豊田：本日の座長の選出をお願いいたしたいと存じますが，どの 

ようにお取り計らいしましょうか。   
橋爪委員：事務局案があればお願いします。 

 生涯学習課豊田：事務局案を提示させていただいてよろしいでしょうか。 

各委員：異議なし 
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生涯学習課豊田：事務局一任の声をいただきましたので，羽田委員にお願い 

いたしたいと存じますが，委員の皆様方いかがでしょうか。 

各委員：異議なし 

 生涯学習課豊田：ありがとうございます。それでは，羽田委員，座長席へお 

願いいたします。これから以降は，羽田座長に議事の進行をお願い

します。 

羽田座長：皆さん，こんにちは。本日の会議の座長を務めさせていただきま 

す羽田でございます。不慣れでございますが，協議がスムーズに進 

みますよう御協力をお願いします。 

 
４ 協議事項 
 羽田座長：本日の協議事項は，平成 26 年度 文化振興部主要事業について，「平

成 26 年度 鈴鹿市社会教育委員会 資料」により順次説明をお願い

いたしますが，その前段において，今年新たに社会教育委員になら

れた方もみえますので，社会教育委員は，どのような目的で設置さ

れ，私たちはこの委員会で，どのような協議をしていけばいいのか，

まずは，生涯学習課長から説明をいただきたいと思います。 

その後，平成 26 年度 文化振興部主要事業の詳細等説明をお願い 

します。なお，質問については，すべての説明が終わってからお願 

いします。 

 生涯学習課長白塚山：社会教育委員の役割等につきましては，社会教育法並 
びに社会教育委員条例の資料により説明いたします。 
 社会教育法の第 15条に「都道府県及び市町村に社会教育委員を 
置くことができる。」ということで，社会教育委員の皆様を鈴鹿市教 
育委員会から委嘱しています。社会教育法第 17条に職務が載って 
います。沢山ありますが，その根幹をなすものが，第一項で「社会 
教育に関する諸計画を立案すること。」と，いうことになっています。 
社会教育法のさらに細かい内容を示したものが，鈴鹿市社会教育 
委員条例となります。その条例の中で，社会教育委員の，基準，任 
期，定数など詳細が定められています。法的な位置づけは，このよ 
うな形です。 
社会教育委員としての職務について一番大きなものが，「社会教育 
に関する諸計画を立案すること。」になります。本日の資料の最後に 
ある，Ａ３版資料「アクションプラン鈴鹿市教育基本目標（社会教 

育分野）」が，平成 26年度に向けて社会教育委員の皆様が立案して 
作成していただいたという形となります。これに基づいて，文化振 
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興部の各課が施策を展開しているということになります。 
「アクションプラン 社会教育分野」の構成について説明をします。 
一番上に社会教育の目指す姿，鈴鹿市教育基本目標（社会教育分 
野）「心豊かで，いきがいとうるおいのある，まちづくり・人づくり 
を進める」という，社会教育分野の基本目標のもとに目指す姿とし 
て，四つの大きな柱があります。 
一つ目が，「生涯学習の推進」，二つ目が，「青少年の健全育成」 
三つ目が，「文化的遺産の保存と活用」そして四つ目が「スポーツの 
振興」という四本柱となっています。 
 その四本柱を，四角で囲ってある表が，「アクションプラン」，実 
行計画になります。そのような位置づけで，社会教育委員の皆様が， 
決めていただいたものが，平成 26年度の「アクションプラン」とい 
うことになります。 
 ただいまから，関係各課がこのアクションプランに基づき，さら 
に具体的な主要事業が，各資料に掲載してありますので，その説明 
を文化課から順番に説明します。全体的な概要説明については以上 
になります。 

 羽田座長：それでは，生涯学習課長から説明がありましたように，文化振興 
部主要事業の詳細についての説明を，各課並びに各館から順次説明を

いただきたいと思います。 
それでは，文化課からお願いします。 

 
(1) 平成 26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  

 
文化課長井上：それでは各課の説明に入らせていただきます。 

文化振興部組織図及び文化課の職員数と事務分掌については資料の 

とおりとなっています。 

     それでは文化課が所管いたします平成26年度の主要事業について 

説明します。項目の一つ目，「あなたが見せる『スズカの文化』事業」 

から四つ目の「鈴鹿市芸術文化協会補助」まで，一番下の「市民会 

館施設耐震整備費」につきましては，市長部局の予算事業ですが， 

文化課が行う事業として参考に掲載しました。 

    文化財保護事業について説明いたします。 

アクションプランの３文化遺産の保存と活用の①にもあります，金 

生水沼沢植物群落保護増殖事業ですが，本年度も季節ごとに５回の 
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観察会を開催するなど，保護増殖事業を積極的に市民に公開して天 

然記念物保護への理解を深めていただくための事業を進めていきます。 

本年はすでに２回の観察会を終えており，６月７日開催の観察会に 

は 24 人の参加をいただき，ノハナショウブやトウカイコモウセンゴ 

ケを，２回目８月５日の観察会は，29 人の参加で，ノカンゾウなど 

を観察しました。 

３回目は８月９日開催予定で，サギソウを楽しんでいただく予定に 

    なっています。 

     このほか，県内の高校生による課題学習や，市内の学校の先生方に 

よる特別観察会も開催しており，今後も希少植物保護の啓発に努力を 

していきます。 

保護増殖事業にかかる予算は，140 万 6 千円です。 

 

続きまして，施設管理運営事業です。文化課で管理運営しています 

大黒屋光太夫記念館と，指定管理者による管理運営の稲生民俗資料館 

・伊勢型紙資料館・庄野宿資料館，新たに本年度から指定管理となっ 

た，佐佐木信綱記念館の５つの記念館及び資料館への入場者の増加に 

向けて，特別展の開催など，館における展示企画の一層の充実を図る 

ものです。 

     今年新しく作成いたしました，５館の情報を一つにまとめた案内パ 

    ンフレットを活用することで，それぞれの館への入場者の増加に繋げ 

    ていきたいと考えます。 

 

     本年第 10 回を迎える，大黒屋光太夫記念館特別展は，「漂流・漂着 

ものがたり－海へ往く者・海から来る者－」と題しまして，10 月 25 日 

から 12 月 14 日まで開催する予定です。大黒屋光太夫をはじめとする 

江戸期の漂流者を取り上げ，鎖国時代の例外的な異文化交流と古来か 

らの海と人との関わりについて考える機会といたします。 

     また，佐佐木信綱記念館の本年度特別展は，「信綱の交遊録～『明治・ 

大正・昭和の人々』を中心に」をテーマに，それぞれの時代に，信綱 

と学会や芸術界等の人々との交流の輪を紹介する予定です。 

開催は 11 月 5 日から 12 月 14 日までを予定しています。 

   「アクションプラン」３文化遺産の保存と活用の③にございます伊勢 

型紙技術保存会への事業支援については，伊勢型紙資料館の管理運営 

依頼を含め，保存会運営の事務的支援等に積極的に関わり，伊勢型紙 

の彫刻技術保存を図っていきます。 
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5 館の運営に係る予算は，合わせて 1,644 万 4 千円です。 

 

     アクションプラン３文化遺産の保存と活用の②にあります，貴重な 

    指定文化財の保護保存のために所有者等への事業支援にも努めていき 

ます。本年は，すでに調査を終えている，市指定文化財白子東町屋台 

の水引幕の修理を行う予定となっているほか，市指定天然記念物であ 

る京新田のキリシマツツジの進行する枝の衰弱等の診断結果から，対 

応できる限りの樹勢の回復を施すなど，指定文化財の調査と対応をし 

ていきます。文化課からの説明は以上です。 

 羽田座長：では，続きまして生涯学習課お願いします。 
生涯学習課長白塚山：生涯学習課の職員数ですが，事務５人，教員２人の合 

計７人，その他公民館の関係職員が，33名並びに臨時職員 18名で 
51名といった体制になっています。事務分掌につきましては，管理 
グループ生涯学習グループに分かれ，管理グループにおいては，ハー 
ド整備及び維持管理，生涯学習グループについては，生涯学習の推進 
に関することです。 
  まず，青少年育成活動支援事業ですが，これにつきましては，「アク 
 ションプラン」の青少年の健全育成に位置づけられています。 
七つの社会教育関係団体が実施します，事業に対して，事業の一部 

    を補助しています。予算額は，485万 5千円を計上しています。 
  次に，成人式費でございます。これにつきましては，「アクションプ 
ラン」青少年の健全育成の項目の（１）③に位置づけられています。 
  本年度の成人式の対象者は，2,129人で開催日につきましては， 
 平成 27年 1月 11日日曜日，場所は鈴鹿市民会館ということで，現 
 在新成人で組織する実行委員を中心に成人式の内容を検討していると 
ころです。予算としては，90万円を計上しています。 
  市民学習活性化事業費でございます。アクションプラン，生涯学習 
 推進（１）④ の学官連携を通じてというところに位置づけられてい 
ます。「市民アカデミー『まなベル』」につきましては，学びの楽しさ 
を実践するとともに，市民の学習意欲の向上を図っていきます。 
続きまして，「親なびワーク」という事業があります。 
この位置づけは，アクションプラン青少年の健全育成の（３）家庭 
教育の充実の①に位置づけています。 
  家庭教育支援の研修会を実施していきます。 
二つ併せて，676千円を計上しています。 

     つづきまして，「放課後子ども教室」の事業です。 
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   これについては，「アクションプラン」青少年の健全育成（２）の地域 
   教育力の充実②の中で位置づけています。現在４箇所の小学校区で「放 
   課後子ども教室」を開催し，地域住民の皆さんの協力を得ながら，放 

課後の子ども達の安全，安心な居場所作りを進めています。 
 もう一つが，「土曜体験学習」です。本年度から土曜日の豊かな学習 
環境づくりの一環として，鼓ヶ浦小学校区におきまして，鼓ヶ浦公民 
館運営委員会が主体となりまして，毎月第１土曜日の午前中，「土曜体 
験学習」を実施しています。 
この，二つの事業を併せて，予算 256万 6千円計上しています。 

    公民館運営委託事業については，「アクションプラン」生涯学習の推 
進（１）地域における学習活動の推進 ①公民館運営の活性化に位置づ 
けています。現在 31館ある公民館の中で地域の特性や住民ニーズに 
応じた生涯学習活動を展開しています。 
これにつきまして，ふれあいセンターの関係予算として，42万円， 
公民館 30館として 1,125万円を計上しています。 
 最後に，公民館の施設整備事業になります。 
これは，ハード整備になり，「アクションプラン」生涯学習の推進（２） 
計画的な整備・改修ということで，本年度については，老朽化の著し 
い栄公民館を，平成 28年度オープンに向けて 26年度 27年度の，２年 
間かけて整備を進めます。 
 その関係予算が，1億 3,248万 6千円です。 
 もう１つが，公民館バリアフリー整備という事で，公民館の中には  
まだ，男女別トイレとなっていない館もありますので，そういったも 
のを年次計画的に整備していきます。本年度は，国府公民館と加佐登 
公民館の男女別トイレの整備及び鈴峰公民館については，男女別トイ 
レに整備する為の，事前の設計委託ということで，併せて，2,200万 
円の予算を計上しています。 
生涯学習課の主要事業につきましては，以上です。 

 羽田座長：つづきまして，スポーツ課お願いします。 

 スポーツ課長藤井：「スポーツ推進委員費」「地域住民スポーツ活動費」「高齢 

    者スポーツ推進費」「明日をひらく少年スポーツ育成事業費」「シティ 

マラソン開催費」これら５つの事業につきましては，「アクションプラ 

ン」4の（1）の市民参加型スポーツの推進に係る事業です。 

     市立体育館，西部体育館，野球場，石垣池公園市民プール，陸上競 

技場，鈴鹿川河川緑地運動施設，鼓ケ浦サン・スポーツランドまでの 
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各スポーツ施設につきましては，アクションプラン 4 の（2）の快適 

に利用できる運動施設の整備・運営に係る事業です。    

     それでは，個別に説明します。まず，スポーツ推進委員費ですが， 

現在，61 名がスポーツ推進委員として委嘱されており，スポーツ推進 

委員で組織いたします鈴鹿市スポーツ推進委員協議会が実施する，フ 

ァミリーバドミントン大会などのニュースポーツ普及事業や，研修会， 

或いは，広報誌の発行など各種事業に対する補助と，スポーツ推進委 

員の報酬などに要する経費が主なものです。 

     次の，地域住民スポーツ活動費につきましては，市民のスポーツ活 

動を推進するため，地区体育祭や「いきいきスポーツデー」など地域 

におけるスポーツ活動に対する支援や，地区対抗のスポーツ大会など， 

各種スポーツ大会の開催を予定しています。 

     次の，高齢者スポーツ推進費ですが，高齢者の生きがいや健康づく 

りを支援するため,健康スポーツ教室やグラウンドゴルフ大会など，各 

種の事業を予定しています。 

次に，明日をひらく少年スポーツ育成事業費ですが，心身ともに健 

全な小中学生の育成を図るため，スポーツ少年団の活動に対する支援 

とともに，少年サッカーや少年野球など，各種ジュニアスポーツ大会 

の開催を予定しています。  

     シティマラソン開催費につきましては，本年 12 月 14 日に予定して 

います，鈴鹿シティマラソンの開催費用です。 

次に，市立体育館から鼓ケ浦サン・スポーツランドまでの各スポー 

ツ施設の管理運営事業ですが，今年度から，新たな指定管理者として， 

「特定非営利活動法人 鈴鹿市体育協会」が，平成 29 年度までの 4年 

間，鈴鹿川河川緑地運動施設を除くすべてのスポーツ施設の管理運営 

を担っています。 

市立体育館の管理運営委託料と西部体育館，野球場，石垣池公園市 

民プール，陸上競技場，鈴鹿川河川緑地運動施設及び鼓ケ浦サン・ス 

ポーツランドの管理運営委託料の予算額につきましては，すべて指定 

管理料です。 

また，スポーツ施設の維持修繕費ですが，本年度は，市立テニスコ 

ートの改修，西部体育館非常用発電機の改修，石垣池公園野球場の整 

地及び電光掲示板の改修を予定しています。    

     最後に，国民体育大会の開催準備ですが，第一次選定競技として， 
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三重県営鈴鹿スポーツガーデン庭球場において，ソフトテニス，第二 

次選定競技として，三重県営鈴鹿スポーツガーデンでは，水泳の競泳・ 

飛込・水球・ｼﾝｸﾛﾅｲｽﾞﾄﾞｽｲﾐﾝｸﾞとサッカーの成年男子，ラグビーの少 

年男子とハンドボール，市立体育館では，ハンドボール，鈴峰ゴルフ 

倶楽部で，ゴルフの少年男子がそれぞれ内定しており，現在，6競技が 

本市で開催される予定となっています。 

 以上でスポーツ課の説明を終わります。 

 羽田座長：つづきまして，図書館お願いします。 
図書館長大藪：まず，職員数ですが，館長, 管理グループ２人，推進グルー

プ 24 人の計 27 人で，その内，21 人が女性職員となっています。次に，

事務分掌は，図書館の維持管理に関することや庶務を担当します管理

グループ，図書資料の貸出返却，閲覧，読書案内，各種催し物を実施

する推進グループがあります。 

      平成 26 年度の主要事業ですが，まず管理グループが担当します 

施設・管理事業は，施設・設備の維持管理と修繕を行い，利用者の 

皆さんに安全で快適な図書環境の提供に努めています。 

しかし，開館以来 33 年が経過しており,全体的に老朽化が目立つ 

ことから，計画的な修繕を実施しています。 

      この事業は，平成26年度アクションプラン１の生涯学習の推進（３） 

図書館サービスの充実④に掲げており，その施策として，各施設等 

の維持修繕に 1,049 万円を計上しています。 

 

続きまして，推進グループが担当します「図書購入事業」です。 

一昨年実施いたしました図書館利用者アンケートの中で，図書館 

で最も取組んでほしい内容として，「図書資料の充実」が最も多かっ 

たことから，「アクションプラン」に「①多種多様な市民ニーズに応 

えられるよう，蔵書の充実に努める」を掲げ，一般図書，参考図書， 

児童図書，大活字本などの資料のほか，視聴覚資料としてあまり収 

集されていなかったＤＶＤやＣＤ等も計画的に収集し，図書資料の 

充実を図っていきます。 

      今年度は，図書購入費を昨年に比べて 200 万円増額したことで， 

     利用者の多くのリクエストに対応でき，利用増にもつながるものと 

     考えています。予算額は，2,200 万円です。 

続きまして，「運営・サービス事業」です。 

この事業は，図書館活動への市民参加の推進と，市民の方が図書へ 

の興味を深め，本とふれあう機会を提供するため，今年度策定した「鈴 
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鹿市立図書館サービス方針」に基づき，各種事業を実施します。 

        図書資料の貸出のほかに一つ目の事業としまして，今年策定しまし 

た「図書館サービス方針」を具現化するため実施計画を作り，具体的 

な事業に取組みます。 

また，充実度を測るため，館内利用者を対象とした満足度アンケー 

トも実施します。 

二つ目に，図書館の情報提供サービスの充実ですが，利用者の利便 

     性を更に充実させるために，資料検索，インターネット予約，貸出状 

況確認などの情報提供サービスに努めます。 

また，図書館ホームページの活用や図書館コンピュータシステムの 

     円滑な運用に努めます。 

三つ目の他館との相互貸借の充実では，当館の蔵書にない資料を， 

県内及び県外の図書館との「相互貸借」制度を利用し，貸出サービス 

の充実を図っています。 

四つ目の図書館ボランティアの受入ですが，今年度は，ボランティ 

アの募集を行うとともに，読み聞かせボランティア育成講座を同時に 

開催しました。 

ボランティアの種類としては，幼児・児童向けの「おはなし会」， 

点字・録音図書の作成，図書の整理や修理，施設周辺の環境美化活動 

などがあります。このボランティアの育成もアクションプラン③の 

一つとして掲げています。 

五つ目の各種行事の実施ですが，多くの方々に図書への興味を深め 

ていただくために，ボランティア団体による「おはなし会」や夏休み 

期間を利用し「手作り絵本教室」，「子ども映画会」など，主に児童を 

対象とした事業を実施します。 

この他に，今年度はボランティア団体と連携した行事や「消費生活 

講座」などを計画しています。    

運営・サービス事業の予算額は，1,039 万 6 千円です。 

 

最後の，地域サービス事業ですが，市内の全公民館，江島カルチャ 

     ーセンター，農村環境改善センター，石薬師文庫にあります図書室や 

図書コーナーへ，図書館の本を配本して，閲覧及び貸出しと，併せて 

利用者からのリクエストや相談を受けるサービスです。 

          なお，このサービスもアクションプラン②の一つとして，公民館図 

書室等との連携した図書サービスとして掲げています。平成１８年度 

から地域サービス事業として続けてきましたが，さらに地域の利用者 
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増を図るために，今年度サービス内容や体制の見直しを検討していき 

たいと考えています。予算額は，46 万 2 千円です。 

以上が，図書館の主要事業です。 

羽田座長：最後に，考古博物館説明をお願いします。 

考古博物館管理企画 GL 嶌田：考古博物館について御説明します。 

職員数につきましては，館長以下，教職員 1名，嘱託職員 2名を含 

み 13 名です。 

学芸員につきましては，管理企画グループに 1名，埋蔵文化財グル 

ープに嘱託 2名を含み 6名，合計 7名配属されています。 

博物館の管理運営，展示企画などを管理企画グループで，埋蔵文化 

財の発掘調査のほか，国史跡の伊勢国分寺跡および伊勢国府跡の整備  

などを埋蔵文化財グループで行っています。 

 

次に，平成 26 年度主要事業につきまして，まず，遺跡調査費です 

が，「アクションプラン」の３ 文化遺産の保存と活用の⑤になります。 

広瀬町にあります伊勢国府跡の保護・史跡指定範囲拡大に努めると 

ともに，市内遺跡の保存と活用を図るために発掘調査を実施するもの 

で，予算額は 600 万円，そのうち国県補助金が 366 万円です。 

内訳は，国が 300 万円，県が 66 万円です。 

          次に，緊急発掘調査費です。 

これは，民間の開発事業に伴い破壊される恐れがある埋蔵文化財に 

ついて発掘調査を実施し，記録として保存するものです。 

           この事業につきましては，600 万円計上していますが，財源内訳は， 

事業者負担となっていることから，全額発掘の原因者となる事業者 

からの財源で事業を行うものです。 

次に，史跡伊勢国分寺跡保存整備事業費ですが，伊勢国分寺跡に 

つきましては，大正 11 年に国の史跡指定を受けていまして，面積は 

約 48,200 ㎡あり，広大な敷地に，平成 29 年度完成予定の歴史公園 

整備に向けて順次，整備を進めているところで，これは，「アクショ 

ンプラン」の３の④になります。 

今年度は，遺構明示施設として築地塀，サイン，土舗装，芝貼等 

を予定しています。予算額は 5,050 万円で，そのうち，国県補助金 

が 2,878 万 5 千円，内訳としては，国からの補助金が 2,525 万円， 

県からの補助金が 353 万 5 千円です。 

最後に４点目，博物館事業費ですが，こちらは「アクションプラン」 

３の⑥になります。 
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歴史遺産の活用を図り，文化財や歴史への関心，理解を深めていた 

だけるよう，展示，講座及び体験学習等を実施するものです。 

内容としては，企画展及び速報展など，年間 4つの企画展示と， 

展示に関連したスライド説明会や関連講演会も開催いたします。 

           体験講座としては，勾玉づくりや土笛づくりのほか，夏休みの期 

間中は，「夏休み子ども体験博物館」と題し，さまざまな体験講座を 

今年度も開催いたします。 

           そのほか，イベントとして，「ミュージアムコンサート」や「春 

まつり」を開催する予定です。 

           これら事業の予算額としては 510 万 6 千円を計上しています。 

なお，「アクションプラン」の指標であります博物館等来館者数で 

すが，目標値 32,000 人のうち，考古博物館は，12,000 人です。 

昨年度の入館者数は，10,434 人で目標値には達していませんが， 

夏休み期間の入館者数が増えたこと，イベントも好評であったため， 

平成 24 年度に比べ，入館者数は 32％増となっています。考古博物館 

につきましては，以上です。 

羽田座長：ありがとうございました。それでは，平成 26年度の文化振興部 
    の主要事業につきまして説明を受けました。ここで，質問等がござ 

いましたら受け付けたいと思います。 

山中委員：図書館で，図書費が 200万増額ということで，結構な増額になり  
    ますが，これは，図書館費の何かを削って増額したのか，純然たる 

増額なのか教えてください。 

図書館長大藪：この 200 万円の予算増額につきましては，平成 18 年に，予算 

削減以来，図書費の予算については，2,000 万円の据え置きでした。 

今年度の予算 200 万円の増額は，純然たる増額で図書館利用者アン 

ケートで指摘のあった，「資料が少ない」と言う声もあり，資料を増 

やしていくということ。視聴覚関係が手薄で，ＤＶＤ，ＣＤなどの 

整備がされていませんでした。昨年，ライオンズクラブから，視聴 

覚機器，ブルーレイプレーヤー及びモニターを 3台セットで寄贈い 

ただき見る環境も整ったということで，視聴覚機器のソフト部分， 

ＤＶＤ等が 100 万円，図書費の部分が 100 万円合計 200 万円の予算 

増額という形になります。 

羽田座長：よろしいでしょうか。その他何か御質問あればよろしくお願いし 
ます。 

考古博物館管理企画 GL 嶌田：考古博物館の説明で一部訂正をお願いします。 

    史跡伊勢国分寺跡保存整備事業費ですが，予算額 5,050 万円ですけ 
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れど，内示の方で，現段階で事業費が 4,400 万円ということになりま 

すので，訂正として御説明いたします。 

 羽田座長：今年新たに委員になられた方で，何か御質問等ありませんでしょ 
うか。 

松嶌委員：スポーツ課関係ですが，維持修繕関係について，対象となる施設 
   が数多くあると思います。計画的に，優先順位を付けて実施している 
   と思いますが，どういった判断基準，あるいは，方針等あるのでしょ 

うか。 
 スポーツ課長藤井：スポーツ施設で大切な事は，一番は安全対策です。 

危険箇所については，真っ先に直していく。特に緊急性のある場合 
は，同じ年度内であっても補正予算対応で，緊急修繕にのぞむことも 
あります。当初予算については，現在指定管理者が，施設管理をして 
いますが，予算編成前に聞き取りを実施します。当然，施設の修繕箇 
所が沢山でてきます。それに対して指定管理者に，順位付けをしてい 
ただきます。 
 市でも，その資料を元に，それぞれの施設の順位性，優位性を付け 
ます。その段階で，予算計上の順位が出てくることになります。 
 文化振興部全体でいいますと，スポーツ施設だけではないので，部 
内の順位もありますが，やはり安全性が第一です。もう一つは，「営業 
に耐えられるかどうか」，という問題も出てきます。 
 そういったことも勘案してテニスコートの改修については，テニス 
コートが非常に老朽化していて，今使うと「利用者が怪我をする」，と 
いうことがあります。 
当然西部体育館に関しましても，「非常用発電機」これが壊れますと， 
緊急時に問題が出るということで，これも優先順位が高いものです。 
石垣池の野球場ですが，来年度全日本の大会の会場になる予定です。 
その試合会場で，怪我をするといけないということもあり，「整地の 
関係」。それから，電光掲示板が，旧表示の仕方になっていまして，新 
しいルールに変わることで，表示の仕方も新しく変わりますので，そ 
の対応をしていく。そういった意味で，優先順位を付けながら改修工 
事を進めています。 

 羽田座長：その他，何かございませんでしょうか。 
佐々木委員：土曜体験学習のところで，関連ではないのですが，土曜授業に 

ついて平成２６年度の計画とか，２７年度に向けてとか，何かお話が 
聞けることがありましたら，教えていただきたいと思います。 

 生涯学習課長白塚山：土曜体験学習であれば，社会教育の立場で詳細説明を 
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    できるのですが，土曜授業は，社会教育分野ではなく学校教育分野に 
なります。私どもが聞いているところでは，平成 27年度から，本格 
的に第三土曜日の午前中というところまでは聞いています。 
それの内容については，この場で詳細説明することについては，難 
しい面もありますので御容赦いただきたいと思います。 

 山中委員：３月まで学校現場にいまして，最後は，小学校で終わったわけで 
すが，文化課の「音楽の街事業」市内の全国レベルの「小・中・高校 
生の吹奏楽団を中心として開催」と，いうことで昨年度からいろいろ 
動きがあったところで，金管バンドも出演する予定だと聞いています。 
金管バンドは，「学校教育を離れた社会教育の分野」とずっと言われ 

てきました。また，保護者の負担は，非常に大きいものがあるわけで 
す。地域の自治会長とか，いろいろな方が働きかけながら，「なんとか 
してやりたい」と，楽器というのは，非常に高額なものですから，苦 
労しながら，今現在２０年ほど続いてきてそれなりの実績も積み重ね 
てきて，いろいろな場所で活躍しているわけです。 
そういった，存在の社会教育で頑張っている団体は，いろいろある 

    と思いますが，そのような団体へ，行政から何らかの形で応援が，出 
来ないのかどうかおたずねします。 

 生涯学習課長白塚山：全国大会の出場という事で，「青少年の健全育成」，「社 

    会教育の立場」という中で，「激励金」を予算化しています。 

いろいろなルールもありますが，地区予選を勝ち抜いて芸術分野の 

全国大会に出た場合，一団体につきまして，70,000 円を上限として予 

算計上してあります。そういった全国大会規模の内容で，予選を勝ち 

抜いたとかそういう状況がございましたら，教えていただければ，内 

容を審査し「激励金」といった形で，支出させていただきますのでよ 

ろしくお願いします。 

文化振興部長古川：それぞれの活動の中で，楽器などいろいろな部分で，御 

苦労されているという内容はよく理解させていただきますが，例えば 

スポーツの分野になりますと，「スポーツ用具」「遠征費」なども必要 

になります。さまざまな広い分野の中である特定のところだけ支援す 

るということは，非常に難しいという部分があります。 

 それぞれの活動に応じた中で，そのレベルに合わせて激励金という 

形で支援しています。 

確かに金管バンド，楽器は非常に高額になります。しかし，楽器が 

高額だからそこだけに補助というわけには，他との平等性の問題もあ 

りますので，活動状況に応じた激励金方式をとっています。 
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ただ，今後そういった活動が，「ますます盛んになるようにする為」 

には，どうしたらいいのかということを，市としても今後当然考えて 

いかなければならない課題だと思います。皆様の御意見を，いただき 

ながら，そういう課題にも取組んでいきたいと考えています。 

羽田座長：山中委員いかがでしょうか。 
山中委員：一定の基準などで，明確になっていれば納得もできますし，また， 
   いろんな議論に深まっていけばいいと思います。 
松嶌委員：主要事業の名称として，「音楽の街事業費」があります。「音楽の 

街」という位置付けですが，ある市では，「音楽の街」ということで， 
まちぐるみで，まちづくりの一環として音楽をとりあげ，まち全体で 

音楽をやっていこうということで取組んでいると聞いています。  

     ここで言う「音楽の街」という位置付けですが，鈴鹿市として，音 

    楽をピックアップして，鈴鹿市全体で音楽を盛り上げていこうという 

意味合いでの，事業項目の名称を付けられているのかということを教 

えてください。 

 文化課長井上：市政70周年の時に，初めて事業を実施して非常に好評でした。 
それ以来この事業を実施しています。いろいろなジャンルのアマチ 

    ュアの演奏家が一堂に会して，「いろいろな演奏を披露していく」と言 
うことがひとつと，鈴鹿市は全国的に吹奏楽のレベルが，高いという 
ことを聞いていて，小学生，中学生，高校生の吹奏楽を中心にして， 
レベルの高い演奏を市民の皆さんに楽しんでいただこうという試みで 
す。毎年好評ということで今後も音楽を通して，市民同士が，集い会 
えるということを，前面に出して進めていきます。  

 松嶌委員：先ほど言われたように特定のところだけというのは，なかなか難 
しいとは思いますが，鈴鹿市としてピックアップして，「広めていこう」， 
「高めていこう」というのであれば，その辺りもふまえながら考えて 
いく。これは，長期に渡る話かもしれませんが，そういった，方向性 
みたいな意味づけを，年々そちら方面にシフトしていくそういう考え 
方もあろうかと思います。 

 文化振興部長古川：ここの「音楽の街」の名称は，他市などで取組んでいる 

    まちをあげて，その方向に向かって全部やっていこうという部分まで 

は成熟していません。「モータースポーツ都市宣言」もしていますし 

「鈴鹿いきいきスポーツ都市宣言」のスポーツ分野の宣言もしていま 

す。いろいろな方面で様々なことを進めていく，そういった中の１つ 

として，文化面としては音楽の分野，全国レベルのものもあります。 

そういういろいろなジャンルの中の一つとして，「音楽の街」という 
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    ものも，進めていこうという段階でございます。市全体で，その「音 

    楽の街」という方向性で進めているというのでは，少し次元が，違う 

    ということを御理解いただければと思います。 

 松嶌委員：はい，ありがとうございます。 
 羽田座長：よろしいでしょうか。質問等も出尽くしたように思います。 
      今後の社会教育への取り組みとして，何か御提案・提言等ありま 

したら，よろしくお願いします。 

 

 羽田座長：意見等がないようですので，これで協議事項は，これで終わらせ 
ていただきます。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。 

 
 ５ その他 
  （生涯学習課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） 
      次回社会教育委員会は，平成 27年 1月頃予定，議事と併せて 
     社会教育施設の見学と説明会実施予定    
        

 羽田座長：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 

ムーズにすす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 

 


