
 

 

第２回鈴鹿市社会教育委員会議事録（概要版） 

日  時  平成 27年 1月 16日(金)14：00～15：00 
場 所  鈴鹿市考古博物館 講堂 

 
 
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   

 
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，考古博物館長 澤井 環， 

考古博物館副参事兼管理企画 GL  嶌田 茂喜， 
考古博物館主幹兼埋蔵文化財 GL  藤原 秀樹， 

生涯学習課副参事兼生涯学習 GL 豊田 正人， 
生涯学習課主幹 磯部 仁，  

 
欠席委員  松葉 たみ子委員  中道 公子委員  佐々木 三喜委員 
 

 
１ あいさつ 
  文化振興部長あいさつ 

 
２ 座長選出 

 
  羽田 規夫委員を座長に選出 

 
３ 協議事項 

 
(1) 平成２７年度鈴鹿市社会教育基本方針及びアクションプラン 

（社会教育分野）について 

    
  



 

 

羽田座長：協議事項３（１）平成２７年度鈴鹿市社会教育基本方針及びアクシ

ョンプランの説明を，各担当課長，館長から説明をいただきます。 
生涯学習課長白塚山：協議事項３（１）平成２７年度鈴鹿市社会教育基本方針 
    から説明いたします。まず，説明の前に，社会教育委員の職務のひと 
    つを，確認の意味で説明いたします。社会教育委員の職務のひとつと 
    して，社会教育法第 17条に，「社会教育に関する諸計画をたてる」と， 

定められています。 
本市においては，「鈴鹿市教育基本目標」，「基本方針及びアクション 

プラン」にあたると位置づけています。 
 その中で，「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，いうのが，本市の「鈴鹿市教育基本目標（社会 

教育分野）」となります。参考までに，学校教育については，同様に学 

校教育分野の「鈴鹿市教育基本目標」を定めています。 

 基本目標の下に，４つの「社会教育の目指す姿」があり，この４つ 

の柱が，本市の「社会教育基本方針」となります。 

 社会教育基本方針の大きな４つの柱は，①「生涯学習の推進」②「青 

少年の健全育成」③「文化遺産の保存と活用」④「スポーツの振興」 

となります。なお，今回「基本目標」及び「４つの基本方針」につい 

ては，昨年度と同じで変更はありません。 

 基本方針の４つの柱ごとに，具体策を示したものが，「アクション 

プラン」になります。「アクションプラン」の修正部分につきまして 

は，各課長から説明します。  

１の「生涯学習の推進」の中の（１）「地域における学習活動の推 

進」につきましては，特に本市において進めていく「まちづくり」の 

文言を加えたうえで，公民館の活性化や，まちづくりリーダー等の人 

材育成を進めるものです。 

 （２）「生涯学習施設の充実」につきましては，公民館を誰でも気 

軽に安心して利用できるよう，施設整備，改修に努めます。 

なお，目標値や現状値が平成２５年度となっているのは，現在年度途 

    中で確定値が出ないことから，平成２５年度の表示となっています。 

次回の，平成２７年度第１回社会教育委員会においては，「アクシ 

ョンプラン」の目標値及び現状値を，平成２６年度の確定値で示しま 

す。    

羽田座長：図書館長お願いします。 

図書館長大藪：（３）「図書館サービスの充実」ですが，市民の自己実現活動や 

地域活動，社会・経済活動を支援する「知識と情報の拠点」となる図 



 

 

書館サービスを推進します。 

①図書館利用者や市民ニーズが多様化していることから，一般図書

のほかに，新聞・雑誌などの逐次刊行物，ＤＶＤ，ＣＤなどの視聴覚

資料，地域・郷土に関する情報資料を更に収集し，蔵書の充実に努め

ます。 

    ②子どもたちの主体的・意欲的な学習活動や読書活動を推進するた 

めに，学校図書館への支援に努めます。 

さらに図書館見学や生徒の社会体験学習の受入れ，図書館から学校 

図書館への利用案内などを行い，学校との一層の連携・協力を進めま 

す。また，身近な生涯学習の場として地域にある公民館などに，配本 

サービスや情報提供を行い，図書利用者の拡大を図ります。 
      ③図書館におけるボランティア活動が，図書館サービスの充実に資 
するものであることから，その成果を活かす活動の場として，館内施 

設を提供し，活動を支援します。 

 また，図書館ボランティアの知識や技術の向上を図るための養成講 

座や研修を行いボランティアの育成に努めます。 

④開館後３０数年が経過し施設の老朽化が進んでいることから維

持・管理面での整備を計画的に実施し，良好な利用環境に努めます。 今

後は，利用者の利便性を向上させるために，資料のデジタル化なども

検討し，図書館機能の向上を目指していきます。 

図書館サービスの充実を図るための指標として，図書の貸出冊数が 

ありますが，目標値として 73 万冊に対して，平成 25 年度実績の現状 

値は 639,841 冊となっております。 

       （４）「江島カルチャーセンターの分館化」につきましては，現在， 
公益財団法人鈴鹿市文化振興事業団が管理・運営しています。今後図 

書館の分館と位置付け，直接管理することにより，機能強化を図りサ 

ービスの向上に努めます。 

羽田座長：生涯学習課長お願いします。 
生涯学習課長白塚山：２つ目の柱「青少年の健全育成」について説明します。 

（１）の青少年の健全育成活動の支援ですが，社会教育関係団体な 
どと連携し，学校，家庭，地域が一体となった青少年の健全育成活動 
の活性化に努めます。その中で②の「鈴鹿市青少年対策推進本部」に

つきましては，市の主催する直営組織であることから，「支援」を「推

進」に変更するものです。 
（２）地域教育力の充実ですが，地域社会の中で子どもを育てる環 
境づくりや子どもの安全安心な居場所づくりなど，地域の教育力充実



 

 

に努めます。 
 （３）の教育の充実ですが，保護者を対象にした研修会，学習会等 
を開催し，家庭教育の充実に努めます。 

羽田座長：文化課長よろしくお願いします。 
文化課長井上：「文化遺産の保存と活用」ですが，これは，文化課と考古博物館

に関わる分野です。基本的に，平成２６年度と変更はありません。 

平成２６年度と同様,文化財を発掘，保存，活用したまちづくりの推

進を，進めていきます。 

羽田座長：スポーツ課長よろしくお願いします。 

スポーツ課長藤井：「アクションプラン」4の スポーツの振興について説明し 

ます。 

（１）市民参加型スポーツの推進ですが，「鈴鹿いきいきスポーツ都市

宣言」の目標とする「市民一人ひとつのスポーツ」をめざして，鈴鹿市

体育協会や鈴鹿市スポーツ推進委員協議会等のスポーツ関係団体と連

携・協働し，生涯スポーツの推進及び競技力の向上を図る，といった基

本方針は，前年度と同様です。 

    ①から③までの，「地域におけるスポーツの推進」，「高齢者及びジュ 

ニアスポーツの推進」についても，前年度と同じ内容となっています。 

    前年度と内容が変わっているのが，④で，平成３３年に開催される 

国民体育大会の準備に加え，平成３０年に開催される，全国高等学校 

総合体育大会（インターハイ）の開催準備を新たに追加した内容とな 

ります。 

（２）「快適に利用できる運動施設の整備・運営」ですが，前年度 

と同じ内容となります。 

羽田座長：ありがとうございます。「平成２７年度鈴鹿市の社会教育基本方針並 

びにアクションプラン」について説明がありました。 

御質問，御意見がありましたら，挙手をお願いします。 

羽田座長：ないようですので，事項書（２）「平成２７年度文化振興部の主要事 

業」について説明をお願いします。 

 

 (２) 平成２７年度文化振興部主要事業について 

 

生涯学習課長白塚山：平成２７年度主要事業（案）について各課長から説明い



 

 

たします。この「主要事業」につきましては，「アクションプラン」の

中で，特に力点を置いて取組んでいく事業についてまとめてあります。 
     各事業は，現在新年度予算要求段階であることから，今後の状況に

より，修正，変更の場合があることを，予め御理解ください。 
     まず，「生涯学習の推進」の中の（１）「地域における学習活動の推

進」について，説明いたします。 
     「公民館，ふれあいセンター運営委託」ですが，住民参画の視点で，

公民館運営の活性化を図り，地域住民のニーズに応じた生涯学習の充

実を図っていきます。 
     「市民学習活性化事業」につきましては，平成２５年度から，開催

しました市民アカデミー「まなベル」において，学官連携を通じて，

多様な学習ニーズに対応できる学習機会を提供していきます。 
    （２）「生涯学習施設の充実」の１つ目，公民館の改修ですが，利用者

の利便性向上を目的として，年次計画的に男女別トイレの改修工事及

び維持修繕を実施するものです。 
     ２つ目，「公民館の建替え」ですが，老朽化し，手狭になった栄公民

館の新築移転，建築，電気，機械設備の工事及び外構工事を行う予定

です。 
平成２７年度内に完成予定，平成２８年度にオープンという予定を 

しています。 
羽田座長：図書館長お願いします。 

図書館長大藪：「図書購入」につきましては，利用者から資料の充実について， 

要望が多く図書館運営において一番重要な予算となっています。 

知識と情報の拠点としての図書館を目指し，一般資料だけでなく， 

デジタル資料なども収集し，利用者が満足できるよう図書資料の充実 

に努めていきます。 

「図書館の施設整備」では，図書館開館後 34 年が経過し，設備・施 

設ともに老朽化が進んでおり，昨年，水漏れを起しました空調施設の 

空気調和機の取替え工事を行う予定です。 

「図書館の分館化」では，現在，公益財団法人鈴鹿市文化振興事業 

団が運営している江島カルチャーセンターを図書館の分館と位置付 

け，直接管理することで利用者のサービス向上を図ります。 

「地域サービス事業」においては，図書館に来られない方々を対象 

に，各地域にある公民館などを対象に配本事業と直接リクエストや照 

会を受け付ける「ふれあいライブラリー」などの巡回サービスをおこ 

ないます。 



 

 

「森と緑を感じる図書館整備事業」では，みえ森と緑の県民税市町 

交付金を活用して，三重県産の木材を使用したイスや書架，テーブル， 

パネルなどの備品を購入し配置する予定です。配置後は，県内産木材 

使用を掲示し，図書館利用者に温かみが感じられる施設環境を提供し 

たいと考えています。 

羽田座長：生涯学習課長お願いします。 

生涯学習課長白塚山：２「青少年の健全育成」のうち（１）「青少年健全育成活

動の推進」の中の，「青少年健全育成活動の支援」ですが，社会教育

関係団体の活動を支援し，鈴鹿市青少年対策推進本部の活動を推進す

るものです。 
      「成人式の開催」ですが，成人式を開催し，新成人の門出を祝い励

ますとともに，成人としての責任と自覚を促す機会といたします。 
（２）「地域教育力の充実」の１つ目「放課後子ども教室推進事業」

ですが，放課後等を安全・安心に過ごし，多様な体験・活動を行うこ

とができる居場所づくりと土曜日等の豊かな学習環境づくりを，地域

の協力を得て公民館で実施します。放課後子ども教室・土曜体験学習

を本年度に引き続き開催します。 
「森と緑の生涯学習事業」ですが，平成２７年度から新たに実施す

る事業です。 
森林税の還元策ということで，県から交付金活用の一環で行う事業

です。公民館において「森と緑の生涯学習講座」を実施し，森林保全

や持続可能な自然環境の保全など，森林や緑を大切に思い，育む人づ

くりを図るものです。 
続いて（３）「家庭教育の充実」の中の，「市民学習活性化事業」で

は，保護者を対象にした研修会，学習会等を開催し，家庭教育の充実

に努めます。訪問型ワークショップ「親なびワーク」を推進するもの

です。 
羽田座長：文化課長お願いします。 
文化課長井上：３「文化遺産の保存と活用」の（１）「文化財を発掘・保存・活 

用したまちづくり」の推進の中で，文化課が所管いたします主要事 

業について説明します。 

先ず，金生水沼沢植物群落保護増殖事業として，国指定天然記念 

物「金生水沼沢植物群落」の保護増殖事業をおこない，季節ごとに 

特徴的な植物の観察会を実施するとともに，植物群落の意義を啓発 

します。平成２６年度同様に，市民の方々を対象とした観察会を， 

年間 5回実施していく予定です。  



 

 

２つ目は，「一般文化財保護事業」として，市内にある指定文化財 

     の保護・保存を図るため，各団体へ事業支援に努めるとともに，平 

     成２７年度は，三重県指定文化財伊奈冨神社庭園（通称七島池）の 

     修復のために必要な発掘調査と，市指定勝速日神社白子中町祭礼用 

     山車の収蔵庫の屋根の修復をおこなう予定をしています。 

３つ目は，伊勢型紙技術保存事業として，国指定の重要無形文化 

財伊勢型紙技術保存会へ事業支援等をおこないます。平成２７年度 

も平成２６年度と同じく，型紙の技術保存を支援していきます。 

 現在，伊勢型紙技術保存会の会員は１６人，伝承者３人，研修者 

５人，研修生１１人の３５人が技術の保存に携わっています。  

次に「各記念館や資料館事業」の充実です。 

文化課所管の佐佐木信綱記念館，大黒屋光太夫記念館，伊勢型紙資 

料館，庄野宿資料館，鈴鹿市稲生民族資料館の事業内容の充実に努 

め，来館者の増加を図りたいと考えています。  

佐佐木信綱記念館と大黒屋光太夫記念館においては，平成２７年 

度も特別展を開催する予定ですし，伊勢型紙資料館を含め，様々な 

企画で展示会を開催していきたいと考えています。  

羽田座長：考古博物館長お願いします。 

考古博物館長澤井： ３文化遺産の保存と活用資料の（１）「文化財を発掘・保 

存・活用したまちづくりの推進」のうち，考古博物館の事業につい 

て説明します。 

「史跡伊勢国分寺跡保存整備事業」ですが，伊勢国分寺跡は，大 

正１１年に国の史跡指定を受けていて，面積は約 48,000 ㎡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， 

整備を進めています。 

平成２７年度の整備箇所につきましては，遺構明示施設として築 

地塀，説明サインの設置，芝貼及び植栽工等を予定しています。 

遺跡調査事業ですが，広瀬町にある伊勢国府跡の範囲・性格を明 

らかにするための継続調査，並びに市内遺跡の保存と活用を図るた 

めに個人住宅の建築や開発に伴う緊急発掘調査を実施します。 

「博物館事業の充実」でございますが，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に企画展，講座及 

び体験学習等を実施します。 

内容としては，速報展及び年３回の企画展，展示に関連したスラ 

イド説明会や関連講演会を開催します。 

      「体験講座」としては，定番の勾玉づくりや土笛づくりのほか， 



 

 

夏休み期間中は，「夏休み子ども体験博物館」と題し，さまざまな体 

験講座を開催する予定です。 

そのほか，集客イベントとして，観月会を兼ねた「ミュージアム 

コンサート」や「春まつり」の開催も予定しています。 

最後に，「緑と歴史にふれる古墳・城館等整備事業」です。 

県の「みえ森と緑の県民税市町交付金事業」の活用により実施す 

るもので，市街地に隣接した里山は，古墳や城跡等の文化財が存在 

することで守られている場合があります。最近は所有者の高齢化や 

代替わりにより手入れされずに放置され，木竹や雑草の繁茂により 

本来の形状が損なわれ，文化財としての認識も薄くなり，開発等で 

破壊せざるを得ないケースもみうけられます。このため古墳や城館 

等の土地所有者に，古墳等を含む里山の整備に要する費用の一部を 

補助金として交付し，整備することで，住民から親しまれる里山の 

自然と文化財の保護に努めるものです。 

羽田座長：スポーツ課長お願いします。 

スポーツ課長藤井：主要事業４「スポーツの振興」の（１）「市民参加型スポー 

ツの推進」の中の，「地域住民スポーツ活動」につきましては，地 

域のスポーツ活動に対する財政支援や種目別地区対抗の「いきいき 

スポーツ大会」などの行事開催に関する事業です。 

      「シティマラソン」につきましては，鈴鹿の冬の風物詩として， 

毎年 12 月中旬に，鈴鹿サーキット国際レーシングコースで開催して 

いる，ビッグイベントです。 

      昨年12月14日に開催いたしました，第17回大会につきましては， 

全国から約 7,500 人のエントリーをいただき，盛大に開催されまし 

た。平成 27 年度の第 18 回大会につきましても，鈴鹿市体育協会や 

陸上競技協会などのスポーツ関係団体と連携・協働し，開催する予 

定です。 

      「高齢者スポーツ推進」につきましては，グラウンドゴルフ大会 

やツーデーウォークなど，高齢者の生きがいや健康づくりを支援す 

る行事の開催を予定しています。 

 「明日をひらく少年スポーツ育成事業」につきましては，スポー 

ツ少年団の活動に対する財政支援とともに，少年野球や少年サッカー 

など，ジュニアスポーツを推進する行事の開催を予定しています。 

     「鈴鹿市体育協会等補助」につきましては，競技力の向上や，生涯 

スポーツの推進を図るための，鈴鹿市体育協会に対する財政支援にな 

ります。 



 

 

     次に（２）の「快適に利用できる運動施設の整備・運営」ですが， 

現在，市立体育館などの各スポーツ施設につきましては，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 

緑地の運動施設を除くすべてのスポーツ施設の管理運営を行っていま 

す。 

羽田座長：ありがとうございました。それぞれ，各課，各館から説明がありま 

した。説明に対して，質問や意見があれば出していただきたいと思い 

ます。 

山中委員：基本的な部分で賛成いたします。 
     その中で，もう少し詳しく説明をいただきたい所が二点ほどありま 

す。２「青少年の健全育成」，（１）「地域教育力の充実」中の「森と緑 
の生涯学習事業」ですが，非常に大切なことだと思います。 
 現時点で，具体的に思い描いている講座内容など，概略的なものが 
あれば教えていただきたいと思います。 
 ３「文化遺産の保存と活用」の中の，「考古博物館の緑と歴史にふれ 
る古墳・城館等整備事業」ですが，里山の整備に関する事業ですが， 
市内各地に，多くの古墳等があると思います。特に平成 27年度におい 
て「この部分で，里山の整備等を図っていく」というような，市とし 
て目標等があれば教えてください。 

羽田座長：では生涯学習課長からお願いします。 

生涯学習課長白塚山：「森と緑の生涯学習事業」については，各地区にある公民

館を主会場に，子どもを中心に講座を進めていきたいと考えています。 
単発の事業でなく，シリーズで年 3回以上の講座を開催していきた 
いと考えています。 
具体的に，どのような講座の内容にしていくのかといいますと，例 
えば，県内産の間伐材を使った木工教室を，地域の大工さんなどの協 
力を得ながら進め，木に触れ，木材の大切さなどを学習するような事 
業や，又，森林などの現地おいて，「森林保全」，「森林環境」等につい 
て，子ども達に，実際に体験していただくといったようなもので，ネ 
イチャーゲーム等の要素を入れながら，様々な角度から 3回以上のシ 
リーズで実施したいと考えています。 

羽田座長：山中委員，よろしいでしょうか。では，続いて考古博物館長お願い 

します。 
考古博物館長澤井：「緑と歴史にふれる古墳・城館等整備事業」について補足し 

ます。鈴鹿市には，遺跡といわれるものが約１,030 程あり，そのうち 

約半数が古墳と呼ばれるものです。 



 

 

これらの古墳といわれるものでも，現況を留めていないようなもの 

もあります。特に，市街地近辺の私有地にある古墳を対象に考えてい 

ます。個人の土地ですので，行政から指導もなかなか及ばないのです 

が，所有者のほうで放置され，木が生い茂る状態で近隣からの苦情も 

あります。 

 文化財になっていますが，所有者も管理するのが大変という事もあ 

り，開発者へ譲渡する場合もあります。 

市としても，文化財という事もあり，保存していきたいという考え 

    がありますので，最初の整備に係る，除草や，木や竹の伐採などの経 

費に対して補助をしていくものです。 

綺麗になった後は，地主に管理をお願いしていきます。 

現在対象を，１８箇所程度に絞っていますので，今後は，補助金の 

    趣旨などを説明し合意の取れるところから進めていきたいと思います。

羽田座長：いかがでしょうか。 

山中委員：私の生まれ育ったところは，加佐登地区です。加佐登神社や白鳥塚 
古墳などがあります。又，子ども達に見せていきたい古墳もあります。 

     鈴鹿市の中に沢山古墳がありますが，「特に重視していくもの」「市 
民に知らしめていくもの」「市外の人にもっと来てほしい」など，そう 
いった視点で，重点化していくというものが，必要だと思います。 

     例えば，ある公民館の講座に参加していて，その中で市内の見学に 

いきました。参加者には，市外から市内へ引っ越してきた方もみえ，「こ 

んな古墳があるのか」と，いうような新たな発見もあったということ 

を聞きました。 

 もっと知ってほしい。そういった視点で整備することにより，見学 

に行きやすくなると思います。そのような古墳などに補助金を重点配 

分していくなどの姿勢も，文化振興という意味からいうならば，大切 

だと思います。  

考古博物館長澤井：委員の言われるとおりで，そのようなことも考えています。 

    「みえ森と緑の県民税市町交付金」の関係は，農林サイドからの交付 

金になりますので，里山保全を進める方がメインになっており，そこ 

へ文化財を付けて考えています。 

 きちんと整備をしましたらそこへ案内板を整備して，外から古墳と 

いうのがわかるように表示し，紹介していきたいと考えています。 

羽田座長：よろしいでしょうか。それでは，私のほうから，スポーツ課へ質問 
です。高齢者のスポーツで，グランドゴルフがここに挙がっています。 
いろいろなスポーツがあると思いますが，その辺の枠を広げていく 



 

 

    ということについて，お考えではないのでしょうか。 
スポーツ課長藤井：高齢化社会を迎えていくということで，60歳以上の方，65 

歳以上の方の人口も増えていきます。スポーツ課として，イベントを 
実施するということには，限りがあると思います。 
 来年度も「グランドゴルフ大会」を予定しています。 
これは，市の選手権ということで，スポーツガーデンで 630人程度 
の参加があります。 
市内のグランドゴルフ協会会員が 1，000人程みえ，各地域では，ブ 
ロックごとに大会等開催しています。 
 もうひとつは，ウォーキングです。「鈴鹿市歩こう会」と，いう団体 
があります。様々なウォーキングコースを考えていただき，ウォーキ 
ング大会等開催しています。 
そのうち，スポーツ課で財政支援し主催をしている大会が，3月に 

   市内のコースを 2日間かけて実施しているのがあります。 
 昨年から始まっていますが，県内各地から 1,000人強の参加があり 
ました。 
 いろいろな分野に広げていくという考え方はあります。 
 しかし，市が，全部主体となって進めていくのは，難しい面もあり 
ますので，「鈴鹿市体育協会」，「市民歩こう会」など，いろいろな団体 
と連携しながら，側面的な支援も含めた形で取り組みを進めていく考 
え方を持っています。 
 スポーツの視点だけではなく，「健康づくり」「レクリエーション」 
など，大事なことだと思いますので，今後できるだけ，各分野に広 
げていきたいと思います。 

羽田座長：ありがとうございます。その他の御質問いかがでしょうか。 
渥美委員：江島カルチャーセンターにつきましては，どういう設備があり， 

どのような形で市民が利用できるのでしょうか。 
図書館長大藪：江島カルチャーセンターの現在の事業内容について，説明いた 

    します。施設としまして，２階建ての施設です。 

 １階につきましては，児童図書を対象とした子ども図書館的な位置 

付けで図書の貸出業務を実施しています。 

 ２階は，ギャラリーとして貸しスペースとなっています。文化関係 

の団体等が利用しています。貸館業務という形になります。 

平成２７年度からは，図書館の分館として，直営化になる予定です。 

渥美委員：ギャラリーと図書館ということでしょうか。 
図書館長大藪：図書館直営になり，市立図書館の分館として，図書の貸出が中 



 

 

心になります。 

     ２階については，今後もギャラリーとして貸館を進める予定です。 

渥美委員：作品展示などできるのでしょうか。 
図書館長大藪：作品展示もできますし，発表など少し音の出るような催し物も 

可能になり，コーラスなどの発表もできます。 

橋爪委員：「森と緑の生涯学習事業」に関連してですが，３回のシリーズで木工 
    教室，ネイチャーゲームなどのお話がありましたが，海と山は，密接 
    な関係があるということで，他市では，山と海の交流などの取り組み 

もあります。 

鈴鹿市は海に面しているという所もありますので，そのあたりもシ 

リーズに入れていただきたいと思います。 

羽田座長：生涯学習課長お願いします。 

生涯学習課長白塚山：「森と緑の生涯学習事業」に取組む公民館においては，海 
    と山の交流というものも考えていると思います。 

そういったことも含めて充実した講座にしていきたいと思います。 
羽田座長：松嶌委員いかがでしょうか。 
松嶌委員：地域創生との関わりという部分では，何か特別なことなどこの中へ 

入れるものはないのでしょうか。 
文化振興部長古川：地域創生につきましては，国が「総合戦略計画」を作り， 

平成２７年度に，都道府県あるいは市町村で，「総合戦略計画」を作る 
という予定になっています。 
 それは，文化だけではなく市全体で考え，その中に，国のキーワー 
ドの「まちづくり」「ひとづくり」「産業の育成」などいろいろでて 
まいりますので，その戦略計画をまず市が，「どのようにつくるのか」， 
その中で文化振興を，どのように位置付けるかということになります。 
国からの交付金ということもあり，国の柱だてに沿ったものをつく 
る中で，関連を持たしながらいかに利用できるかということになりま 
す。 
 平成２７年度は，市全体の総合戦略計画をつくっていきますので， 
その中で今度は，それぞれの分野でどのようにやっていくのかという 
ことがでて来ると思います。今の段階では具体的なものを出せる段階 
ではございません。 

松嶌委員：文化遺産の保存活用と地域創生とつながりを持たせて，何か利用で 
    きる可能性というのがあるのではないのかと感じましたので，そうい 

う面で，交付金を生かしていただきたいと思います。 
羽田座長：ありがとうございました。よろしいでしょうか。 



 

 

では，この会で何か提案・提言的なものがあれば，発言お願いし 

ます。 

羽田座長：意見等がないようですので，第２回社会教育委員会を終わります。 

     ありがとうございました。 

 
 

会議終了 

 


