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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 27 年 7 月 10 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 
 田中 育子委員   浅野 瑞代委員    山中  秀志委員 
 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， 

参事兼生涯学習課長 浅野 浩，参事兼スポーツ課長 石坂 健， 

  図書館長 北川 清美，参事兼考古博物館長 澤井 環  

文化課副参事兼文化財ＧＬ  宮崎 哲郎， 
生涯学習課副参事兼生涯学習ＧＬ 豊田 正人， 

 

欠席委員  松嶌 康博委員  木村 元彦委員 

 
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 
   羽田 規夫委員を座長に選出 

 
４ 協議事項 

 
羽田座長 本日の協議事項は，平成 27 年度文化振興部主要事業についてです 

が，一年目の委員の方もみえるので社会教育委員の役割について，生涯学 

習課長から説明をいただきたいと思います。 
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 生涯学習課長：浅野 社会教育委員は，社会教育法の第 15 条第１項で「都道 

   府県及び市町村に社会教育委員を置くこと」ができ，第２項で「教育委 

員会が委嘱する」と定めています。 

    また，第 18 条で委嘱の基準等を条例で定めることとされ，本市も    

鈴鹿市社会教育委員条例で委嘱の基準，定数，任期などを定め，皆様を

鈴鹿市教育委員会から委嘱しています。 

社会教育委員の職務につきましては，社会教育法第 17 条に職務が掲載

されていますが，その根幹をなすものが第一項の社会教育に関する計画を

立案することになります。 

    鈴鹿市教育基本目標は，「心豊かで，いきがいとうるおいのあるまちく

り・人づくりを進める」ことを社会教育分野の目指す姿として，大きく

四本の柱を定めています。 

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」，四つ目が「スポーツの振興」となってい

ます。その四つをアクションプランの柱とし，これに基づいて文化振興部

の事業が行なわれています。 

       
 羽田座長 文化振興部の主要事業について，順次，説明いただきます。文化 

課からお願いします。 

 
(1) 平成２７年度文化振興部主要事業について    

 
文化課長：井上 文化課所管の平成 27 年度主要事業について説明します。 

一つ目は，金生水沼沢植物群落保護増殖事業です。本年度は季節毎に 

６回の観察会を開催し，保護増殖事業を積極的に市民に公開しながら， 

天然記念物保護への理解を深めていくための事業を進めていきます。す 

でに３回の観察会を終えており，１回目・５月２日開催の観察会では 18

人の参加があり，トウカイコモウセンゴケやヒメコヌカグサを，２回目・

６月６日の観察会も 18 人の参加があり，ノハナショウブやウメモドキな

どを，３回目は７月 4 日の開催で 27 人参加があり，ノカンゾウやノアザ

ミなどを観察しました。 

今後は，８月８日，９月 12 日，10 月 24 日を予定しています。この他 

   県内の高校生による課題学習も開催しており，今後も希少植物保護の啓 

発に努力していきます。保護増殖事業にかかる予算は，140 万７千円です。 

 

２つ目が，施設管理運営事業です。文化課が管理運営している大黒屋 
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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，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。５館の情報を一つにまとめた案内

パンフレットを活用して，それぞれの館の入場者の増加に繋げていきます。 

    本年第１１回を迎える大黒屋光太夫記念館特別展は，「おろしや国酔夢

譚と井上靖」と題して，10 月 24 日から 12 月 13 日まで開催する予定です。 

   大黒屋光太夫記念館開館 10 周年を迎える特別展では，大黒屋光太夫の漂

流事件を「ロシアと日本の関係において最も大切な問題」として取り上げ

た井上靖と，「大黒屋光太夫」の名を全国に知らしめた井上靖の代表作の

一つ「おろしや国酔夢譚」を紹介します。 

    また，佐佐木信綱記念館の本年度特別展は，「信綱と雪子～二人三脚の

執筆活動～」をテーマに，11 月６日から 12 月 13 日まで開催する予定で，

妻として,歌人として信綱の執筆活動を献身的に支えた雪子夫人について

紹介します。 

伊勢型紙資料館に関しましては，伊勢型紙技術保存会への事業支援はも

とより，年間３回ほど新蔵を利用した企画展を開催しています。 

稲生民俗資料館と庄野宿資料館におきましては，常設展のみになります。

以上，５館の運営に係る予算は，併せて 1,662 万８千円です。 

  

３つ目は，文化の薫る歴史街道活性化事業です。国の地域活性化・地域 

  住民生活等緊急支援交付金の地方創生先行型を活用して行う事業で，具体

的には，鉄道事業者等が実施する「さわやかウォーキング」とタイアップ

して来訪者へ記念品や地域の産品の配布，旧東海道のお勧めウォーキング

マップの作成，歴史街道を紹介するホームページの作成，歴史講演会の開

催，佐佐木信綱記念館の生家土蔵を活用した休憩スペースの整備などです。 

 

これらの事業は，市内だけでなく県内外からの来訪者に様々なサービス 

を展開して，交流人口の増加を図り，地域の活性化を進めることを目的とし

ています。「わたしのおすすめ 鈴鹿百景」写真募集も事業の一つで，広く 

県内外から鈴鹿のお勧めの写真を応募いただき，新たな鈴鹿の魅力発見に 

繋げ，本市への来訪者の増加を図ることをねらいとしています。この事業に

係る予算は 1,600 万円です。 

 

羽田座長 続きまして生涯学習課お願いします。 
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生涯学習課長：浅野 青少年育成団体活動支援事業ですが，七つの社会教育 

関係団体が進める，青少年健全育成事業に対して事業費の一部を補助してい

ます。予算は 472 万３千円を計上しています。 

 

成人式費ですが，本年度の成人式の対象者は 2,051 人で開催日は，平成

28 年 1 月 10 日日曜日，場所は鈴鹿市民会館で，新成人で組織する実行委員

13 人で成人式の式典やイベント等の内容を検討しているところです。予算

としては 89 万 9 千円を計上しています。 

 

   市民学習活性化事業費は，市内の高等教育機関，鈴鹿工業高等専門学校，

鈴鹿医療科学大学，鈴鹿大学，鈴鹿大学短期大学部と連携して，すずか市

民アカデミー「まなベル」を開講します。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る事業で，年間６回の講座を予定しています。 

 

もう一つ「親なびワーク」ですが，家庭教育を支援する事業で，親御さ  

んらの参加者が，子どもとの接し方やしつけ等について語り合い，交流する

中で子育てや親の役割，自分自身について，気づき，考えていく参加型プロ

グラムで，小中学校等で 10 回の開催を目指しています。 

二つの事業で 67 万 6 千円を計上しています。 

 

   放課後子ども教室は，地域の教育力の充実を図る事業で，これまで清和，

白子，郡山，明生の四つの小学校区で行なってきましたが，平成 27 年度か

らは，新たに河曲小学校区・井田川小学校区の２箇所で教室を新設するこ

とができ，現在６箇所の小学校区で放課後子ども教室を開催しています。 

地域住民の皆様の協力を得て，学校施設の一部をお借りしながら，放課 

後の子どもたちの安全，安心な居場所づくりと多様な体験活動を実施して

いきます。本年度からは，公民館運営委員会に放課後子ども教室事業委託

として進めています。 

もう一つが「土曜体験学習」です。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

り毎月第１土曜日の午前中に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 376 万 3 千円を計上しています。 

 

続きまして森と緑の生涯学習事業です。平成 27 年度の新規事業で，みえ

森と緑の県民税市町交付金事業を活用し，森と緑の生涯学習事業として取り

組みます。 
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この事業は，1講座 3回以上の講座を公民館運営委員会へ委託し，小学生

を中心に「森と緑」「森と海のつながり」などの森林と環境の大切さを学習

するともに，間伐材を利用したものづくりや野外でのネイチャーゲームなど

を取り入れた講座を実施します。１１館の公民館が取組んでおり，１館７万

円の委託料で，77 万円の予算を計上しています。 

 

公民館運営委託事業につきましては，地域の特性や住民ニーズに応じた生

涯学習事業を公民館運営委員会に委託して各種講座等を実施する事業です。

公民館 30 館については 1,056 万 3 千円，ふれあいセンターは 41 万 6 千円を

計上しています。 

 

   最後に公民館の施設整備事業ですが，公民館の計画的な整備・改修を進

めています。本年度は，平成 28 年度オープンに向けて栄公民館を新築いた

します。建築工事や電気工事，備品購入費等栄公民館建設工事費について

は 1億 8，900 万円を計上しています。 

また，公民館は災害時の収容避難所に位置づけられているので災害時の停

電等に備えるため，栄公民館には環境省が推進する防災拠点等への再生可能

エネルギー等導入推進事業の補助金で太陽光発電パネル，蓄電池等を 2,480

万 6 千円で設置いたします。 

 

公民館のバリアフリー整備ですが，公民館の中には男女別トイレになっ 

ていない館もあり年次計画的に整備していますが，本年度は，加佐登公民館

の男女別トイレの改修工事として 2,200 万円，深伊沢公民館の男女別トイレ

改修の設計委託料として 400 万円の合計 2,600 万円を計上しています。 

 

羽田座長 続いてスポーツ課，お願いします。 

 

スポーツ課長：石坂 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。 

また，8ページ下段の市立体育館から 9ページの鼓ケ浦サン・スポーツラ

ンドまでの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・運営に係る事業になります。 
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   スポーツ推進委員費ですが，現在，60 名のスポーツ推進委員を委嘱して

おり，スポーツ推進委員で組織する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，

ある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。 

 

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。 

 

   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。 

 

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 13 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。 

 

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，昨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。 

 

  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，市

武道館照明設備改修工事，西部体育館つり天井改修工事を予定しています。 
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   全国高等学校総合体育大会の開催準備ですが，本市では４競技を開催す

る予定です。 

国民体育大会の開催準備ですが，現在，第一次から第四次選定競技まで，

会場地が内定しており，本市では７競技を開催する予定です。これらの内定

を受けて，競技ごとに順次，中央競技団体の正規視察を受ける予定で，現在，

三重県国体準備課，関係市町及び各競技団体と調整を図りながら，視察に向

けての準備を進めていく予定です。 

 

 羽田座長 図書館お願いします。 

 

図書館長：北川 施設管理費ですが，昭和 56 年の開館以来 34 年が経過した施

設及び設備の維持管理と修繕を行い，利用者に安全で快適な環境の提供に努

めていますが，施設・設備ともに老朽化が進んでおり，昨年度に故障しまし

た３階の機械室に設置してある空気調和機の更新工事を予定しています。 

  他には，図書館施設を管理・運営するために必要不可欠な保守点検等の委

託料などで，予算として 3,212 万 7 千円を計上しています。 

 

次に図書購入費です。図書館で購入する図書及び視聴覚資料を充実させ 

るための費用です。今年度は，自販機等の設置に伴う建物貸付収入分の 40

万円を増額して 2,240 万円を計上しています。一般の閲覧に供する新聞及び

雑誌については，運営・サービス事業費として予算化しています。 

 

運営・サービス事業費ですが，この事業は，図書館が市民にとって身近  

な生涯学習支援施設として役割を果たすべく，昨年度に策定しました鈴鹿市

立図書館サービス方針に基づき，各種事業を実施するものです。 

主な事業としては，①の「図書館の情報提供サービスの充実」ですが，  

利用者の利便性を充実させるために，図書館ホームページを活用し資料検索，

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。 

②の「他館との相互貸借の充実」につきましては，当館が所蔵していない  

資料は，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

充実を図ります。③の「各種行事の実施」につきましては，多くの方々に図

書への興味を深めていただくために，来館を促すサービスを行います。 

児童を対象とした事業としては，ボランティア団体による通年のおはな 

し会や夏休みイベントを実施していきます。 

また，図書館職員によるイベントとしては，夏休み期間に手作り絵本教 

室，子ども映画会を実施いたします。 
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④につきましては，みえ森と緑の県民税交付金を財源として書架等を購 

入して三重県産材の書架や椅子等を配置して木材環境を提供していきます。 

また，利用者サービスを向上するために職員のスキルアップも図る必要も

あり，研修費を計上して更なる資質向上に努めていきます。 

運営・サービス事業費の予算額は 1,905 万 9 千円を計上しています。 

 

続いて地域サービス事業費ですが，市内の全公民館，農村環境改善セン 

ター，ふれあいセンターの図書室や図書コーナーに，図書館の本を配本して

閲覧及び貸出しをしています。また，各施設を巡回した際に，利用者からの

リクエストや本の相談を受けるサービスも実施しています。 

予算額は 35 万 7 千円を計上しています。 

 

分館費につきましては，本年４月１日から江島カルチャーセンターを江 

島分館として図書館が管理運営することになりました。江島分館の所蔵数は，

約１万冊で概ね児童書ですが，常時，司書を配置して本の相談や対面での読

み聞かせを実施します。 

予算額は，施設管理及び人件費として 592 万 4 千円を計上しています。 

    

最後に，ボランティア活動事業費です。図書館には，市民の方との協働を

進めるためにボランティアの登録制度があります。ボランティア活動の内容

としましては，絵本の読み聞かせ，図書の修理，書架の整理，点字・録音図

書の作成，施設周辺 環境の美化などに協力いただいていますが，ボランテ

ィアの高齢化も進んでいるため，新たなボランティアを育成する目的で研修

会や養成講座を開催します。 

予算額は，11 万円を計上しています。 

 

羽田座長 最後に，考古博物館の説明をお願いします。 
 

考古博物館長：澤井 まず，遺跡調査費ですが，広瀬町にある国史跡伊勢国  

府跡や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す。 

予算は 700 万円を計上。その内，国県補助金が 431 万 6 千円で，国が 350

万円，県が 81 万 6 千円になります。 

 

次に，緊急発掘調査費ですが，これは，民間の開発事業に伴って破壊され

るおそ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，予算を 600 万円計上していますが，財 
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源内訳は全額事業者負担となっていることから，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になります。 

 

   続いて，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，大変広大な敷地に平成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す。 

今年度は，掘立柱建物の遺構明示施設として，あずま屋の詳細設計，築  

地塀，伽藍地内の芝張り，土舗装を予定しています。 

   予算額は 3,253 万円。その内，国県補助金が 1,854 万 2 千円で，国からの

補助金が 1,626 万 5 千円，県からの補助金が 227 万 7 千円です。 

 

博物館事業費は，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展示，講座及び体験学習等を実施していきます。 

企画展「道の下にあったもの－道路建設に伴う発掘調査から－」は，7月

11 日から 8月 30 日まで開催します。 

また，夏休みの期間中は「夏休み子ども体験博物館」と題して様々な体験

講座を開催します。 

   その他，イベントとして，「お月見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。イベントにつきましては，考古博物館サポート

会や国分町ボランティア隊の協力を得ながら開催しています。 

これら事業の予算としまして 499 万 2 千円を計上しています。 

 

最後に施設整備費です。これは伊勢国分寺跡保存整備事業に伴い，大雨 

時に近隣の畑へ雨水が流出し迷惑をかけていることから，土のうや小えん堤

を設置して雨水の流出を防ぐよう改修を行うもので，予算額は 200 万円を計

上しています。 

 

     また，みえ森と緑の県民税市町交付金事業によります「緑と歴史にふれる

古墳・城館等整備補助事業補助金」につきましては，ここに記載してござい

ませんが，埋蔵文化財保護費の中で，補助金 70 万円を計上しています。 

 
羽田座長 ありがとうございました。それでは，平成 27 年度の文化振興部の     
主要事業につきまして説明いたしました。質問等がありましたら受け付けた

いと存じます。 

浅野委員 牧田地区では，前川定五郎さんの DVD を作っていただき，全戸に 
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配付されました。前川定五郎さんが，歴史的に橋に貢献した人物ということ

で，顕彰会を立ち上げて力を入れています。 

前川定五郎資料室が，小学校の中にあるということで活用しにくいとこ 

 ろがあります。今，子ども達を対象に， DVD を通して前川定五郎さんにつ

いての作文コンクールに取り組んでいくということも聞いています。    

施設的に利用しにくいということで，利用者数も減ってきていると聞いてい

ます。今後，幼稚園の施設が空いてくるところも出てくると思いますので，

そういった場所を活用していただき，小学校の中ではなくて外につくってい

ただけると有難いと思います。 

 

羽田座長 その件に関しまして，文化課長どうぞ。 

 

文化課長：井上 昨年度牧田の地域づくりで，前川定五郎物語の DVD を作成 

していただき，６月に作文コンクールの表彰式も行われました。今後，前  

川定五郎さんを鈴鹿市だけではなくて，全国に「功績を知っていただくよう

な」活動をしていくということで，牧田地域で力を入れていただいています。 

 文化課所管で前川定五郎資料室を管理しています。顕彰委員会も立ち上 

げていただき，今後，前川定五郎さんの「功績を顕彰」しながら全国に発信

していく活動を進めていくということを地域の方々から聞いています。 

資料室を立ち上げた当初は，土日だけという非常に限られた開館日の中で

も，たくさんの方々に来ていただいていました。最近は,年間 100 人に満たな

い利用者数というような状況です。そういったことを踏まえて地域では，「前

川定五郎さんのイベントを考えていく」というような話も聞き及んでいます。 

しかし，「小学校の一室をお借りして」，と言う資料室ですので，なかなか，

いつも利用できる資料室という訳にはいかないと思いますが，地域の熱いご

要望にお答えすべくできることを考えていきたいと思いますので，今後とも

よろしくお願いしたいと思います。 

 

羽田座長 では，山中委員どうぞ。 

 

山中委員 文化課へ質問です。「文化の薫る歴史活性化事業」についてですが， 

  ここでいう歴史街道は，具体的に鈴鹿市内のどの街道を指すのか教   

えてください。 

 

文化課長：井上 今年度は，旧東海道の石薬師から庄野にかけて進めます。 

また，国の交付金事業は５年間ですが，予算については単年度予算になっ
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ています。来年も予算が確保できれば，旧伊勢街道の方まで進めていきた

いと考えています。 

 

山中委員 歩くのが好きで，いろいろな所を歩いています。その中で一番有 

難かったのは，四国のお遍路道を歩きますと「次にどの方向に行くか」とい

う事が，道の別れ道などに小さな標識が，細かく設置されていました。その

時にすごく便利だと感じました。市外から来られる方の目線を十分に考えて

いただき，標識などの細かい配慮があれば素晴らしいものになると思います。 

それからもう一つ，歴史街道から外れるかもしれませんが，鈴鹿市の場 

合，采女から能褒野までに古代ロマンというか日本武尊が歩いた道がありま

す。白鳥塚とか大きな古墳もあります。歴史的な興味を持たれている方もい

ると思います。伊勢街道と東海道だけではなく，そういった部分も是非，考

えていただければ有難いと思います。 

 

文化課長：井上 今年は，「文化の薫る歴史活性化事業」の一環として，東海 

道を職員が歩いて，現在，「手作りのマップ」を作成しています。来年以降

は，伊勢街道の手作りマップも作っていきたいと考えています。今年度は，

東海道の手作りマップを職員が実際に歩いて手作りで進めていますので，出

来上がりをぜひ楽しみにしていただきたいと思います。 

 

文化振興部長：古川 「手作りのマップ」については職員が３回歩き，いろ 

いろなルートを選びました。中心は東海道ですので石薬師から庄野が中心に

なりますが，一番は，「河曲駅をスタートして加佐登駅に戻ってくる」とい

うことで，鉄道関係を利用して行けるルートを考えています。河曲駅から考

古博物館に行き，そこから東海道へ入り，石薬師の街道を歩いて石薬師寺の

前を通り一里塚の方に行って，加佐登へ帰るルートを考えています。 

もう一つのルートは，石薬師へ入ったところに大木神社がありますので，

そこを曲がり，卯の花街道を歩いてフラワーパークの方へ向かい，白鳥塚経

由でまた加佐登の方へ戻る。これは 10km を越えるようなコースになると思

います。こういったコースも用意して手作りマップには，標識がなくても，

道を間違わないように目印を全部入れ，要所，要所には，そこで見る良いも

のをちりばめたものを，現在作っています。10 月位には鈴鹿を訪れる人た

ちにお配りしたいと思っています。 

 

羽田座長 ありがとうございます。田中委員お願いします。 
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田中委員 鈴鹿市民アカデミー「まなベル」は，高等教育機関と連携した市 

民講座ということで昨年参加しました。鈴鹿でしかできない各高等教育機関

の専門的な内容で，「ここでしかできない学べるものの良さ」というのを体

感しました。この講座が，もっと広がっていくと良いと感じました。時間帯

が，平日であると参加できない市民の方もみえるので，いろいろなパターン

があると幅の広い生涯学習の場として，多くの方が参加できると感じました。 

「放課後子ども教室事業」は，今まで公民館を主会場に活動してきたと 

思います。昨年度，「文部科学省から小学校・幼稚園などの施設を徹底的に

活用する」ということがあったと思います。それを受けて本年度から，「放

課後子ども教室」の年間 18 回の活動の内 8 回を，白子幼稚園を会場として

使っていく予定です。第 1回を先日実施しました。白子幼稚園を会場に利用

するというのであれば，「幼稚園の園児と，放課後子ども教室の子ども達と

一緒に何かできないか」ということを考えました。課外保育になるのですが，

ほとんどの園児が残り，放課後子ども教室の小学生と一緒に活動するという

貴重な機会もいただいています。 

これを実施することにより，保護者以外の地域の方が幼稚園に来ていた 

だくことで，園児も園児の保護者も，園での活動の幅が広がり，地域の活性

化に繋がっていくのではないのかということを感じています。 

 

羽田座長 生涯学習課長。 

 

生涯学習課長：浅野 鈴鹿市民アカデミー「まなベル」は，平成 25 年度から 

始まり平成 27 年度で３年目になります。今回も，鈴鹿大学，鈴鹿大学短期

大学部，鈴鹿医療科学大学，鈴鹿工業高等専門学校に依頼して，9 月から

11 月の間に２回ずつ開催する予定になっています。今年度のテーマは「未

来へつなぐ鈴鹿の贈り物」ということで，鈴鹿の特徴と各大学の専門性を

生かすような講座にしていきたいと考えています。 

9 月 12 日に鈴鹿大学で実施する「未来へ開く鈴鹿の教育」から始まり，

土曜日を中心に 6 回の開催を予定しています。８月５日号の「広報すずか」

で，受講生募集の予定をしています。 

放課後こども教室についてですが，昨年度までは４つの小学校区で実施し

ていましたが，今年度は，井田川，河曲小学校区で新たに開設することがで

きました。今年度から，放課後子ども教室と児童保育課で進める放課後児童

クラブを一体型で進めていこうという取組みが始まったところです。また，

今年度から公民館運営委員会に事業委託して，公民館を拠点としながら学校

施設の一時利用という中で，白子小学校区においては白子幼稚園と連携して
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実施しています。 

 

文化振興部長：古川 「まなベル」ですが，平成 25 年度は，すべての講座を 

受講しなければいけないという内容の募集でなかなか受講生が集まらず，ま

た，「受講料も６講座まとめて」という方法をとりました。昨年度は,それを

改善して自分の好きな講座を受けられるように，「６講座を受けなくても良

いですよ」という改善と「高校生に是非受講して欲しい」ということで高校

生の受講料は無料にしました。 

市内の高校に周知して高校生にも来ていただき，特に鈴鹿高等専門学校の

科学的な講座については，高校生の方も入っていただくということで，毎年

少しずつ改善しています。いろいろな御意見がありましたら，積極的に聞き

ながら翌年度に加味して進めていきたいと思っています。 

 

羽田座長 佐々木委員お願いします。 

 

佐々木委員 例えば，学校に通う子どもがいるときは，学校を通して様々な 

  情報が得られますが，卒業するとそのような情報も入らなくなります。「地

域の方は，どういうふうに事業の情報を聞けるのか」と思うと，みんなが

目にとまるような内容の広報の案があればいいと感じました。 

「子どもさんが，卒業した」とか，「地域にあまり足を運ぶことがない」

という人にも，いろいろな形で広報していく中で，このような立場の方にも

広がるような内容を進めていただきたいと思いました。 

 

羽田座長 この件については，この事業全体になるので，部長お願いします。 

 

文化振興部長：古川 「広報すずか」あるいは「ホームページ等」で，情報 

を見ていただくのが一番の方法になりますが，周知の方法も目立つような 

方法をいろいろ勉強していきながら，市民が気軽に参加していただけるよう

な事業を今後も考えていきたいと思います。 

子どもは財産です。子どもに対しても，いろいろなことを地域と連携しな

がら進めていきたいと思っています。事業に関わっていただく地域の方に向

けても,いろいろ発信をしていきたいと思っています。  

 

羽田座長 ありがとうございました。私からは，図書館長に質問します。 

昨年 8 月の夏休み期間に，図書館の入り口付近で一般市民の団体が，原 

爆展を開催していましたが，今年は，市役所のギャラリーで会場を変えて実 
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施されると聞きました。夏休みは，多くの子どもが図書館へ通うと思いま 

す。多くの子ども達に啓発する目的もあるのと思います。今年は，なぜ図書

館で展示できなかったのか教えてください。 

 

図書館長：北川 昨年まで１階の閲覧室に行くところまでの通路で，パネル 

展示をしていただいていました。しかし，今年度からは，図書館事業で１

階通路部分を使いたいという考えがあり、一般の市民や団体の利用は，２

階の利用をお願いしています。もし，市民の団体から，相談があれば「２

階を利用してください。」と必ず申し上げていると思います。もう一つが，

夏休みのこの期間は，早くから２階のスペースなどは、他の団体が「絵や

写真を飾るという」ことで申し出をいただいていますので、利用期間が， 

重複してお断りしたという可能性もあります。そのようなことで，「原爆展」 

だからという，理由で断ったということではなく，利用期間等の重複等の理 

由によるものと思います。 

 

羽田座長 来年以降ですが，申し込みがあればまた図書館で利用できるとい 

うことですか。 

 

図書館長：北川 利用場所が，「2階でいい」ということであれば利用いただ 

くことは可能です。 

 

羽田座長 ありがとうございます。他に，質問提言等ございませんでしょうか。

意見等がないようですので，事項書 5「その他」のところで連絡事項等ござ

いましたら事務局お願いします。 

 

 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等について説明） 
      

羽田座長 以上で本日の会議を終了します。これで座長を退任いたします。 

 

会議終了 


