
第２回鈴鹿市社会教育委員会議事録（概要版） 

日  時  平成 28年 1月 14日(木)15：30～16：30 
場 所  鈴鹿市役所 9階 902 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 

 
 
出席者 
社会教育委員 
 田中 育子委員   木村 元彦委員   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， 

参事兼生涯学習課長 浅野 浩，図書館長 北川 清美， 

参事兼考古博物館長 澤井 環，  

スポーツ課副参事兼管理ＧＬ 川出 喜則 ， 

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  浅野 瑞代 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 
羽田座長：それでは，事項書に沿って協議事項に入ります。 

   まずは，平成 28 年度に実施される機構改革など全体にわたる部分を， 

説明いただき，次に協議事項 

（１）「平成２８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」 

   （２）「平成２８年度文化振興部主要事業について」 
   一括して説明いただいた後に，御意見，御質問をいただきます。 

   生涯学習課長から説明をお願いします。 



 
生涯学習課長浅野：機構改革について説明します。 

平成２８年４月から文化振興部は，文化スポーツ部としてスタートしま 

す。文化スポーツ部の課等は，文化振興課，文化財課，スポーツ課，図書 

館の３課１館体制となります。 

まず，文化振興課ですが，現在の文化課の文化振興Ｇと生涯学習課の生 

涯学習Ｇの２グループ体制となります。 

また，生涯学習課の管理グループが所管していました公民館事業は，公 

民館を地域づくりの拠点施設として事業を進めていくため，地域振興部 

地域協働課が所管することになります。 

次に，文化財課ですが，文化財行政の一元化を図るため，現在の考古博 

物館の埋蔵文化財Ｇを発掘調査Ｇに改め，文化課の文化財Ｇとの２グルー 

プ体制とするとともに考古博物館を文化財課内の室扱いとします。 

 また，スポーツ課につきましては，平成３３年に開催予定の国民体育大 

会に対応するため，課内に新たに国体推進室を設置します。 

 なお，今回の機構改革に合わせて，平成２８年４月から，文化財を除く 

 文化と学校体育を除くスポーツの職務権限を教育委員会から市長に移譲す 

ることになります。 

これまで，文化とスポーツに関する事務は，「地方教育行政の組織及び 
運営に関する法律」の規定により教育委員会で管理，執行されてきました 
が，文化，スポーツに関する事務につきましては，地域づくりと密接な関 
係があり，他の地域振興関連行政と合わせて地方公共団体の長において一 
元的に担当したいとの要請から平成１９年に法律が改正され，条例を定め 
ることで地方公共団体の長が，管理，執行できることとされました。 
 本市におきましては，昨年の 12月市議会定例会で，「鈴鹿市地方教育行 
政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関する条例」が 
承認され，平成 28年 4月から，文化，スポーツに関する事務の職務権限 
を，教育委員会から市長へ移譲するものです。 

   このため，これから説明させていただきます平成 28年度の社会教育分 
野の鈴鹿市教育基本目標，社会教育の目指す姿，アクションプランから削 
除しています。  

 
（1） 平成２８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 

 
生涯学習課長浅野：平成２８年度の教育基本方針（社会教育分野）につきま



しては，「鈴鹿市総合計画 2023」基本構想や，基本構想に基づく「鈴鹿
市総合計画基本計画」を現在策定しており，これらの構想，計画と整合

性を保つことを基本に「鈴鹿市教育基本目標」（社会教育分野），「社会教

育の目指すべき姿」を立てています。 

 
   「鈴鹿市総合計画 2023」基本構想の「目指すべき都市の状態」として， 
「人と文化を育み 心豊かに過ごしていること」や自治体経営の柱である 
「市民力の向上」，市民主体のまちづくりの推進を基本に，また，「鈴鹿市 
総合計画基本計画」の関係各施策の内容を踏まえて，社会教育分野の基本 
目標については，「人と文化を育み，心豊かなまちづくりを進める」とし 
て，社会教育の目指す姿につきましては， 
１ 自ら学び，広げる生涯学習活動がされている。 
２ 地域資源を生かした学習環境が充実している。 
３ 文化財の保護と活用がされている。としました。 

 
   社会教育の目指す姿では，目標の実現に向けて取り組む姿勢を示すので 
はなく目標を目指す結果，「どのような状態になっているのか」という表 
現で簡潔にまとめています。なお，前年度は，スポーツ部門を盛り込んで 
いましたが，この計画では省いております。 

 
  次にアクションプランですが，目標に向けて， 

１ 自ら学び，広げる生涯学習活動の推進 
２ 地域資源を生かした学習環境の充実 
３ 文化財の保護と活用の推進   
の３本を柱にして施策を進めていきます。 

「地域資源を生かした学習環境の充実」につきましては，前年度「青少 
  年の健全育成」と表記していましたが，子どもたちを健やかに育むために 
は，青少年の健全育成に関わる団体だけでなく地域や家庭の協力が求めら 
れ，地域の人材や活動する場等を含めた地域資源を生かして子どもたちの 
学習環境を充実していく必要があることから，地域資源を生かした学習環 
境の充実としています。 

 
   それぞれのアクションプランで目標値を設定していますが，目標値につ

きましては，総合計画の前期基本計画の目標値と同様に平成３１年度を目

途にした数値としています。 

 



   以後，アクションプランについて順に説明いたします。 

 
   まず，「自ら学び，広げる生涯学習活動の推進」の「学び，生かす生涯 
学習の推進」では，市民が自ら学び，活動できるように学習情報や学習機

会を提供することとします。 
① 学官連携を通じて，専門的な学習ニーズに対応する学習情報や学習機

会を提供していきます。 
② 成人式については，新成人で構成する実行委員会の主体的な運営によ

り，新成人の門出を祝い励まし，成人の自覚を促す機会とし，平成２７年

度は，青少年の健全育成の中で捉えていましたが，実行委員会が，主体的

に成人式の企画，運営を行っていることから学習活動と考えて事業を進め

ていきます。 
 目標値につきましては，指標を市民アカデミーの参加者アンケートでの 
「満足」「概ね満足」を合わせた割合とし，現在９４％ですが，１００％を

目指して取り組みます。 
「公民館事業の充実と適切な管理運営」では，公民館等の学習内容を充実

し人材育成に努め，学習成果が生かされた質の高い地域づくりを推進する

ために， 
① 地域における生涯学習，まちづくりの拠点施設として，住民参画の視

点での公民館運営を推進する。 
② 公民館での地域活性化を図る学習活動を推進する中でボランティアや 

リーダー的人材の育成を図っていきます。 
また，施設管理につきましては， 
③ 公民館等の施設を効率的に運営し，長寿命化を図りながら整備を推進

していきます。 

 
   目標値は，まちづくりや人づくりをそれぞれの地域で積極的に進めてい 
  く中で，指標を公民館の学習活動への年間参加者延べ数として平成２６年 
  度の 299,765人から平成３１年度 310,000人といたします。 

 
図書館長北川：「図書館サービスの充実」につきまして，説明します。図書 
館では，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」となるように様々なサービスを充実していきたいと考え 
ています。 
① 多種多様な市民ニーズに応えるために，蔵書を充実します。 
② 市内の学校図書館や公民館図書室などへの情報提供や支援を実施する 



  ことで，連携した図書サービスを提供します。 
③ 図書館ボランティア活動が活発に行なえるよう支援するとともに， 
新たなボランティアを育成する事業を実施いたします。 

④ 利用者が安心して利用できる図書館環境を保つため，施設・設備の改 
      修等を計画的に行い，図書館機能の長寿命化を図ります。 
⑤ 平成 27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 
   位置づけ，図書館が管理運営しておりますので，分館としての機能強 
   化を図ります。 

 
   次に「指数」ですが，前年までの貸出冊数を改め市民一人あたりの年間 

貸出冊数にしました。「目標値」につきましては，平成 26年度末の現状値 
3.1冊から平成 31年度には 3.5冊とします。 

 
 生涯学習課長浅野：「地域資源を生かした学習環境の充実」につきましては， 

「社会教育関係団体の活動支援」として，青少年育成市民会議等社会教育

関係団体と連携して学校・地域・家庭が一体となった青少年の健全育成活

動を図っていくために，社会教育関係団体の独自性を生かした健全育成活

動を支援します。また社会教育関係団体と連携して，鈴鹿市青少年対策本

部の活動を推進していきます。 

 
「地域の学習環境の充実」ですが，地域の教育力を生かし，子どもの安

全，安心の居場所づくり，人と人との交流を深め学習環境を充実するため

に，公民館・地域・学校が連携して体験活動や奉仕活動を幅広い世代を通

して行い，互いの交流を図ります。 
また，地域住民の協力を得て，公民館などにおいて児童が放課後等を安

全・安心に過ごし，多様な体験・活動が行うことができる居場所づくりと

豊かな学習環境づくりを推進します。 
「家庭教育の充実」では，保護者を対象にした研修会，学習会などを開 

  催していくことで，家庭教育の充実を図ります。訪問型ワークショップ形 
   式で保護者同士の交流の場を提供し，家庭教育を支援していくことにしま 
  す。 

    目標値につきましては，指標を地域のボランティアが主体となって企画，

運営する放課後子ども教室，土曜体験学習の教室数として，現在，教室数 
は７教室ですが，目標値については，１１教室とします。 

文化課長井上：「文化財の保護と活用の推進」について説明いたします。 
平成２８年度から，文化課文化財グループと考古博物館埋蔵文化財グルー



プが所管する一般文化財と埋蔵文化財を合わせて，文化財課文化財グルー

プとしてひとつのグループになる予定です。 
アクションプランとしては，文化財の発掘･調査と保存及び，文化財を 
活用したまちづくりの推進をかかげました。 
まず，文化財の発掘・調査と保存を推進していきます。 
市内に残る歴史的・文化的遺産の調査を行うとともに，文化財の保護・ 
保存を図るため，所有者などに対し事業支援を行います。 
また，国指定天然記念物「金生水沼沢植物群落」の保護増殖を推進する 
ための環境調査や，国指定重要無形文化財「伊勢型紙」の技術保存を図る 
ため，保存会への事業支援も本年同様進めます。 
次に，国史跡「伊勢国分寺跡」の歴史公園整備事業を進めるとともに， 

伊勢国府跡の史跡指定範囲の拡大を図り，合わせて，住宅建築などに伴う

遺跡の発掘調査も行います。 
目標の指標は，指定文化財の件数としており，目標値は，４年間で４件

の増加を目指し，新たな文化財を発掘していきたいと考えています。 
次に「文化財を活用したまちづくりの推進」です。 
文化財を地域資源として活用し，地域の貴重な文化財に親しみ，生かし， 
魅力あるまちづくりにつなげようとするものです。 
考古博物館や記念館及び資料館の展示や講座の充実を図り，金生水沼沢 
植物群落の保護啓発のため季節ごとの自然観察会も行い，多くの方々に訪 
れていただくことで文化財に触れる機会をつくっていきます。 
目標の指標は，博物館等の来館者数とし，年間約 200人の増加を目指し

て，平成３１年度には 32,000人を目標としました。 

 
（２）「平成２８年度文化振興部主要事業について」 

 
 生涯学習課長浅野：平成２８年度主要事業について説明いたします。 
    「学び，生かす生涯学習の推進の主要事業」につきましては，市民学習 

活性化事業として，市民アカデミー「まなベル」の開催と実行委員会方式

による成人式の実施を予定しています。 
    以上につきましては，平成２８年度から文化振興課が所管いたします。 

 
「公民館事業の充実と適切な管理運営」に関しての主要事業は，公民館及

びふれあいセンター運営委託事業として，それぞれの公民館でまちづくり

や人づくりに繋がる学習事業を活性化し，住民参画の視点での公民館運営

の推進を考えています。 



   また，「みえ森と緑の県民税市町交付金」を活用し，森林保全や持続可能 
  な自然環境の保全等を学ぶ森と緑の生涯学習事業を予定しています。 

 
  公民館の施設整備につきましては，計画的に実施している男女別トイレ 
への改修を進めます。 
栄公民館の旧施設の解体，進入路拡幅工事により栄公民館整備事業を, 

   完了する予定です。 
公民館に係る施策は，平成２８年度から地域協働課が所管いたします。 

   
図書館長北川：「図書館サービスの充実」について，説明します。 
 ひとつめの「図書購入」ですが，図書館は，地域の「知識と情報の拠点」 
になることを目指すとともに多種多様な市民ニーズに応えるため，図書及 
び視聴覚資料を購入して蔵書を充実します。  

   なお，図書購入予算を増額するための自主財源として，平成 27年 7月 
から設置しました自動販売機 2台分の設置に伴う建物貸付収入を歳入とし 
て計上しています。 
「図書館の施設整備」ですが，昭和 56年の開館以来，35年が経過した 
施設及び設備は，ともに老朽化が目立っている為，計画的な定期点検等を 
実施し施設の長寿命化を図るとともに，利用者の皆様に安全で快適な図書 
館環境を提供します。次に，「江島分館の機能強化」ですが，江島分館の 
会議室を使用していた団体が移転したことに伴い，会議室を閲覧室に改修 
する内装工事と夜間返却口を設置するなど，利用しやすい施設環境を整え 
るとともに，機能強化を図ります。 

  
「地域サービス事業」ですが，市内の全公民館，農村環境改善センター， 
ふれあいセンターにある図書室や図書コーナーに，図書館の本を配本して 
閲覧及び貸出しを行うとともに，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ですが，これまで以上に，地域利用 
者の傾向を分析し，親しまれるサービスを目指して実施します。 

  
最後に，「森と緑を感じる図書館整備事業」ですが，「みえ森と緑の県民 
税市町交付金」を財源として雑誌用書架を購入し，図書館利用者に木材の 
温かみが感じられる居心地の良い施設環境を提供していきます。 

   また，三重県産の木材を使用した，本立ての製作講座を，児童を対象に 
開催し，本を通して，家庭に向けた三重県産木材のＰＲと，郷土の森林環 
境の知識や関心を深める場にしていきたいと考えています。   



 生涯学習課長浅野：「地域資源を生かした社会教育活動の充実」について， 
   社会教育関係団体の活動支援では，青少年育成市民会議や青少年育成町 
   民会議等社会教育関係団体の活動を支援し，また，鈴鹿市青少年対策本 
   部の活動を推進していきます。 

「地域学習環境の充実」につきましては，地域住民の協力を得て児童 
が，放課後などを安全，安心に過ごし，多様な体験・活動を行うことが 
できる「放課後子ども教室」や土曜日等の豊かな学習環境づくりを行う 
「土曜体験学習」を推進していくことにしています。 
「家庭教育の充実」につきましては，幼稚園・小中学校のＰＴＡ家庭 

教育学級を対象にした研修会の開催や子どもたちや乳幼児の保護者の交 
流の場として訪問型ワークショップ「親なびワーク，パパ・ママワーク」 
を行っていくことにしています。 
以上については，平成２８年度から文化振興課が所管いたします。 

 
文化課長井上：「文化財の発掘調査と保存」ですが，金生水沼沢植物群落保 

護増殖事業としまして，国指定天然記念物「金生水沼沢植物群落」の動 
植物調査や除草作業を行い，季節ごとに特徴的な植物の観察会を実施す 
るとともに，希少な自然や植物保護など，群落の意義を啓発していきま 
す。平成 27年度同様に，市民の方々を対象とした観察会を年間 6回程 
度実施していく予定です。 

 
「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 
技術保存会への事業支援等を行い，27年度と同じく，伊勢型紙の技術保 
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１５人，伝承者７人，研修者７人， 

研修生４人の合計３３人が技術の保存に携わっています。 

 
「文化財保護事業」ですが，現在鈴鹿市には，９６件の指定文化財が 
あります。このうち，文化財を所有する個人や団体に対して，文化財の 
保護や管理のための管理費や伝承事業に係る経費などについて支援を行 
い，指定文化財の保護･保存を図っていきます。 

   次に，「文化財を活用したまちづくり」です。 
博物館や各記念館及び資料館事業の充実を図ります。文化課所管では， 
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 
ることで，地域の文化に触れる機会を増やし，理解を深めていただきた 



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２８年度も 
特別展を開催する予定ですし，伊勢型紙資料館でも季節毎に様々な企画 
展を開催していきたいと考えています。 

 
考古博物館長澤井：「文化財の保護と活用の推進」につきまして，考古博物 
館所管の主要事業について説明します。 
「文化財の発掘・調査と保存」の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おりまして，現 
在歴史公園整備に向けて順次，整備を進めています。 
平成２８年度の整備箇所につきましては，遺構明示施設として掘立柱 
建物兼休憩施設の建築，説明サインの設置，芝張り等を予定しています。 

 
「遺跡調査事業」ですが，広瀬町にあります伊勢国府跡の範囲・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するものです。 
「文化財を活用したまちづくり」の博物館・記念館等の運営事業のう 
ち，考古博物館については，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事業内容の充実に努めていきます。 
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いたします。 

    体験講座としましては，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，たくさんのかたが博物館へ来館していただけるよう集客イ 
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」の開催も予定しております。以上，先に説明いたしました文化課所 
管分と合わせ，平成２８年度から文化財課が所管いたします。 

  
 羽田座長：以上で，平成 28年度の社会教育基本方針及びアクションプラン 

を説明いただきました。平成２８年度文化振興部主要事業についても説 
明いただきました。この二つの件に関しまして御意見、御質問等があれ 
ば発言をお願いします。 

 松嶌委員：二点ほどありますが，文化財の博物館等の来館者数ですか，昨年 
の参考資料と比較しますと，平成 25年度が，29,650人で，平成 26年 
度が，30,850人ということで，1,200人増加しています。 



 何か，集客力のあるイベントなど，されたのでしょうか。 
 考古博物館長澤井：こちらの数値については，考古博物館だけではなく資料 

館，伊勢型紙資料館など 7館すべてを併せた数値になっています。 
 考古博物館についてはほぼ前年どおりでしたが，他の資料館でイベン 
ト等があり変わったのかもしれません。個々の積み上げの合計になって 
います。 

 松嶌委員：1,200人の増加は大きな数字だと思いますがいかがでしょうか。 
 文化課長井上：多くの資料館を管理していますが，年度によりイベントが異 

なっており，「ＪＲの歩こう会」であるとか，「近鉄の企画」などで，来 
館者が増える場合があります。また，天気の都合によって来館者数も変 
わることもあります。そういった要因もあり，毎年安定して来館者数が 
増えるということついては，読みにくい部分もあります。民間の事業に 
より増える年もありますので，そういったことが，この数字に影響して 
いると思います。 

 松嶌委員：図書館の目標設定についてお聞きします。昨年は，貸出冊数，延 
   べ数ですが，今回新たに，市民一人あたりの年間貸出冊数に変えられた 

わけですが，例えば，ひとりの方が年間で沢山借りられ貸し出し冊数が 
増加した場合，利用者が増えなくても冊数が増えることになり，ひとり 
あたりの年間貸出冊数でも，結局，利用者が増えなくても，利用する人 
が，繰り返し冊数を重ねて利用すると，１人あたりの冊数も増えると思 
うのですがいかがでしょうか。 

 図書館長北川：今までの，指数は，貸出冊数だけにしていました。将来値を 
   少なく設定することができずに，常に増加を目標にした設定にしていた 

のですが，今回の「総合計画 2023」では，平成３１年が目標の到達年 
度になっています。平成３１年には，人口が減少傾向になるということ 
もあり，人口が減少しているのに貸出冊数だけが増加ということでは， 
矛盾することもあります。年間貸出冊数ですと，１人で沢山借りられた 
場合，人口で割ることになるので，A さんと B さんの合計した数字でも， 
１人が多く借りた場合でも，結果として変わらないということもありま 
すが，設定自体が，人口の増減に関わらず増加が見込める目標として，

3.5冊といたしました。 
 松嶌委員：市民の利用数，絶対数が増えたかどうかということはわかるので 

しょうか。 
 図書館長北川：登録者数という事で，どなたが，利用しているか概ねは把握 

できるのですが，図書館のシステムは住民基本台帳と連動していません。 
 それは，図書館の利用は，在勤，在学でも図書館を利用できるという 



ことで，住民基本台帳と連動していないのです。 
 住民基本台帳と連動してないということは，市外へ転出した方，亡く 
なられた方を，機械上で削除していくことができないので，積み上げて 
いきますと，住民基本台帳の登録者より何万人も多い登録者数になりま 
す。5年に一度のシステムを更新する段階において，過去何年も利用さ 
れていない登録者を図書館の都合で削除していきますので，5年に一回 
登録者数が，落ちるということになりますが，5年積み上げると利用者 
数が回復することになります。 

 羽田座長：よろしいでしょうか。他の委員さんいかがでしょうか。 
 田中委員：市民 1人あたりの年間冊数ということですが，3.1冊かける市民 

の数ということですね。 
 図書館長北川：平成２６年度の 3.1冊は，確定数です。これは，26年度末の 

数字ですので，平成 27年 3月 31日現在の人口で，平成 26年度に借り 
ていただいた総冊数を割った数字になります。3月 31日の時点の人口で 
１年間のトータルの貸出冊数を割りますので，毎日毎日来て 5冊ずつ借 
りていただいた方も，１年間で１冊しか借りなかった人も含んでいるの 
ですが，割るのは人口で割らしていただいています。 

 田中委員：鈴鹿市の人口ですか。 
 図書館長北川：3月 31日現在の鈴鹿市の人口になります。 
 田中委員：先ほど，在勤の方とか利用者に含められているので，違う人口を 
   利用しているのかと思いました。 
 図書館長北川：指数については，利用者ではなく市民という限定になってい 
   ます。鈴鹿市民 1人あたりの年間貸出冊数ということになります。 
 田中委員：新たな文化財を発掘すると言われていまして，件数は 4件ほどで 

すが，「文化財の発掘をどのようにされる」のかというのが一点と，発 
掘をされた後の支援が必要になることと，その支援に係る予算的措置が 
されるのかということについてお伺いします。 

 文化課長井上：「市の指定文化財」として指定するということになります。 
文化財所有の個人や，団体の方から，「市の指定文化財の候補」という 
ことで，所有者から情報をいただきます。  
その後，「文化財調査会」で調査をおこない「市の指定文化財」として， 
指定する必要があるか協議のうえ，「市の指定文化財」として指定して 

いくということになります。 
 文化課副参事宮崎：指定文化財に指定された所有者への補助の部分ですが， 

鈴鹿市の文化財保護条例の中では，文化財の所有者が，文化財を守って 
いくために必要な努力をしてもらうことになっていますが，但し，予算 



的に，耐え難いものである場合は，補助をしていく形になっています。 
 例えば，補修をする必要がある場合などは，上限額は定められていま 
すが，実績では，工事費の３０％を補助しています。 
 国・県指定の文化財の場合は，法令等や，各県の補助要綱により補助 
されるのでその割合も変化してきます。 

 羽田座長：そういう事になっています。 
 田中委員：文化財といいますと古い建物というイメージがあり，耐震である 

とかを考えると，多額の予算が必要になるのではないかという事で質問 
させていただきました。 

 文化課長井上：委員の指摘のとおり，古い建物を改修するという事になると 
   多額予算が必要になってきます。現在も，改修をまっているような所も 
   あるのですが，文化財の指定を受けますと簡単に改修できないというこ 

ともあります。 
 文化課副参事宮崎：指定文化財の建造物についてですが，伝統的な木造建造 

物については，耐震の部分で「建築基準法」の中でも適用除外という規 
定もございます。様々な種別があり，同じ建造物の場合でも「指定」 
「登録」などがあり，「適用」ができるということもあります。  

 羽田座長：ありがとうございます。 
 田中委員：放課後子ども教室，土曜体験学習は併せて，7教室という事にな 

っていますが，校区単位で実施されているのでしょうか。 
 生涯学習課長浅野：この教室は，各小学校区にある公民館において実施して 

います。地域の皆様の協力を得ながら，進めていく事業です。現在，放 
課後子ども教室 6箇所，土曜体験学習は，鼓ヶ浦小学校区で実施してい 
ます。4年後は，これらを併せて 11教室にしていきたいと考えています。 

    現在実施している放課後子ども教室を，6教室から 9教室に，土曜体 
験学習については，1教室を 2教室に増やしていくことで合計 11教室の 
実施を目指していきます。 

 羽田座長：よろしいでしょうか。他になにかないでしょうか。 
 佐々木委員：平成 27年度と平成 28年度の説明を聞きながら，比較していた 

のですが，スポーツ振興の部分が平成 28年度からは記載されていない 
ので，別の活動，子どもたちのとの関わりに自分に関連するのかという 
ことで，保護者と子どもたちの「家庭教育の充実」というところに関心 
があります。これからは，計画案を確認しながら見て行きたいと思いま 
す。 

 渥美委員：先ほどの委員のお話もありましたが，私たちの「生活学校」の活 
動については，どちらで対応いただけるのでしょうか。 



 生涯学習課長浅野：「生活学校」については，「学び生かす生涯学習の推進」 
   の部分になります。担当課は，文化振興課の生涯学習グループになりま 

す。 
 木村委員：来年度から，新たな総合計画の下でいろんな機構改革があって， 

ずいぶん変わるということについて，充分理解を深めていかなければい 
けないと改めて思いました。 
 その中で，文化スポーツ部関係の主要事業の中に，市長の名の下に行 
なわれる公民館事業の地域協働課の事業が含まれているというところは， 
どのようなことなのかと言うことと，新たな「総合計画 2023」で作り 
上げられて，こちらの部局で新たに取り組む部分は何処になるのかとい 
うことと，新たな教育施策大綱も来年に向けて作られている中での鈴鹿 
市の社会教育分野と教育施策大綱との関連性はどのあたりになるのでし 
ょうか。 

 生涯学習課長浅野：公民館の関係の事業ですが，現在生涯学習課管理グルー 
プが担っています。地域協働課へ移管するのは，地域づくりを進めてい 
くということが基本にあります。公民館については，生涯学習の拠点施 
設でありますが，地域の拠点を活かして地域づくりと合わせて進めてい 
こうということで，新年度から地域協働課へ移管します。 
 公民館も青少年健全育成事業も生涯学習課が所管していますので，こ 
の中で扱っていますが，公民館事業については，社会教育分野になるの 
で，年度が替われば地域協働課の公民館事業に関することについては， 
社会教育委員会の中で話し合われることになります。 
 あくまで，公民館事業は社教教育の分野になりますので，社教教育委 
員会で議論いたしますが，本市としては，公民館事業と地域づくり事業 
を合わせて推進していくということで，公民館に関する事業は，地域協 
働課において進めることになります。 
今までの事業を基礎にして，踏襲するもの，見直しするものを整理し

て，この計画を作成しています。文化とスポーツ分野については，市長

の権限で行なわれるということで，これまでの生涯学習，社会教育分野

の計画から除いていますが，アクションプランは，新たな総合計画と整

合性をとり，また，これまでの事業を踏まえて作成しています。主要事

業についても，アクションプランのもとに体系的に整理しています。 
文化振興部長古川：市長部局へスポーツと文化が移管しても，教育委員会制度 

が，昨年から大きく変わりました。その中で，総合教育会議がもたれて， 
今まで以上に市長と教育委員会との連携した会議が行なわれます。教育 
委員会は，市長が進める行政的な施策について色々なことを聴く場も設 



けられますので，分かれたから関係ないというのではなく，逆に今まで 
以上に，市長と教育委員会が話し合いをしながら，役割分担をして進め 
られると思っています。 
 スポーツ及び文化は地域づくりと密接な関係があります。市長の方針 
は，各地域に地域づくり協議会をつくり，地域づくりを積極的に進めて 
いく中で，スポーツも競技スポーツだけの時代ではなく，今は健康スポ 
ーツも言われるようになり，保健や健康づくり課とも関連が出てきます。 
スポーツツーリズムの中では，産業との関係でスポーツを活かしなが 
ら産業を活性化していこうとか，様々な考え方でスポーツも行なわれて 
きていますので，市長部局で取り扱った方が，柔軟に進めやすいのでは 
ないかということで三重県も含め，多くの市が，知事部局，市長部局へ 
移管しているのも事実です。総合教育会議という場も法律上つくられて 
いますので，連携も十二分に進めていけると考えています。 
 この他，4月からは，「鈴鹿市ＰＴＡ連合会」の担当が生涯学習課から 
教育支援課になります。ＰＴＡの関係については，こどもの施策を一体 
的に進めていこうということで，所管が生涯学習課から外れます。 

 
 羽田座長：それぞれの委員の方から，いろいろ御意見をいただきました。他 

に質問等がないようでしたら協議を終わりたいと思います。 
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        
 

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 

 
 


