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第１回鈴鹿市社会教育委員会 議事録概要 
 

開催日時 平成 28 年７月 13 日（水） 13：30～ 

場  所 市役所本館 11 階 教育委員会室 

出席委員 
井上 哲雄  水野 典子  松嶌 康博   林 佳代子   

田中 育子  髙藤 富子  小川 正芳 （以上７名） 欠席 渥美 恭子

事務局等 

文化スポーツ部長 古川 滋 参事兼文化振興課長 澤井 環  

参事兼文化財課長 浅野 浩 図書館長 北川 清美  

地域協働課長 山本 浩 文化振興課生涯学習ＧＬ 豊田 正人 

文化財課文化財ＧＬ宮崎 哲郎 （以上７名）  

傍聴者 ０名 

資 料 

・事項書 

・第 1回社会教育委員会資料 

・教育基本目標 アクションプラン 

・社会教育法抜粋 

・社会教育委員条例 

・社会教育委員名簿 

 

冒頭の 

事項 

・挨拶 

・自己紹介 （社会教育委員，市側出席者） 

・座長選出 （井上委員を座長に選出） 

【座長】 

井上委員 

それでは，事項書に従い協議事項に進みます。 

本日の協議事項は，「平成 28 年度社会教育分野の主要事業」についてで

すが，一年目の社会教育委員の方もみえるので，「社会教育委員の役割」に

ついて，最初に，文化振興課長から説明をいただきたいと思います。 

その後，「平成 28 年度社会教育分野主要事業」について説明をいただき

たいと思います。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。 

【文化振興課】 

  澤井課長 

 まず社会教育委員の役割について，社会教育法の抜粋と鈴鹿市社会教育

委員条例の資料により説明いたします。 

 社会教育委員は，社会教育法第 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されてい

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，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１項，第１号の「社会教育に関

する計画」を立案することです。 

平成 28 年度の社会教育分野の鈴鹿市教育基本目標とアクションプラン
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を添付しましたが，これは，昨年度の社会教育委員の皆様が立案して作成

していただいたものになります。 

鈴鹿市教育基本目標の社会教育分野につきましては，「人と文化を育み，

心豊かなまちづくりを進める」ことで社会教育の目指す姿として，大きく

３本の柱を定めています。 

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」 

となっています。 

その３本柱について囲ってある表が，「アクションプラン」，「実行計画」

で，これに基づいて，社会教育分野のそれぞれの事業が行なわれています。

アクションプランの指標の目標値につきましては，総合計画２０２３

前期基本計画の平成３１年度に達成すべき目標値となっています。 

 なお，現状値につきましては，平成２７年度の実績を記載しています。

 それでは，この平成２８年度のアクションプランに基づきそれぞれの課

で実施している主要事業につきまして順次説明いたします。 

【文化振興課】 

澤井課長 

文化振興課について説明いたします。  

文化振興課は，昨年度まで文化課文化振興グループと，生涯学習課生涯

学習グループが取り扱っていました事務を所管します。 

職員数，事務分掌につきましては，表に記載のとおりですが，社会教育

分野を担当していますのは，生涯学習Ｇの３名です。 

平成 28 年度の文化振興課の主要事業につきまして説明します。 

 一つ目の市民学習活性化事業費です。 

① 市民アカデミー「まなベル」ですが，市内高等教育機関の鈴鹿医療科学

大学・鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部・鈴鹿工業高等専門学校と連携し

て，「市民大学講座」を実施することで，市民の皆様に学習機会の提供

を行い「学びの楽しさ」を実感いただく事業で，６講座を開講します。

② 「第３次鈴鹿市子ども読書活動推進計画」の策定ですが，これは，平成

２３年度に策定した第二次読書活動推進計画が平成２７年度で終了し

たことに伴い，新たな総合計画 2023 との整合を図りながら，庁内ワー

キングや市民委員の御意見等お聞きしながら今年度中に策定する予定

です。 

 

次に，成人式費です。 

新成人の輝かしい門出を，市を挙げて祝い励まし，青少年の健全育成と

の観点から，自立した社会人として責任と義務を自覚する機会とするため

に成人式を開催しています。開催日時は，平成 29 年１月８日（日）午前 10

時から場所は，鈴鹿市民会館で行いますが，式典内容などの詳細は，新成

人からなる，実行委員会において正式決定していくことになっています。
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 以上２つの事業につきましては，アクションプランの１「自ら学び，広

げる生涯学習活動の推進」の（１）学び，生かす生涯学習の推進に基づき

実施するものです。 

 

次に，社会教育関係団体支援費です。 

青少年の健全育成には，地域の子どもは地域で守るという意識のもと鈴鹿

市青少年育成市民会議や，各地区で結成している町民会議など，地域を基

盤とした 各種団体の積極的な活動が，最も効果的であると考えていまし

て，６つの団体の活動に伴う財政的支援として，事業費の一部を補助いた

しています。 

 こちらは，アクションプラン２ 「地域資源を生かした学習環境の充実」

の（１）社会教育関係団体の活動支援に該当いたします。 

  

続きまして，地域家庭教育支援事業費です。 

一つ目の「放課後子ども教室」ですが，放課後の子どもたちが，安全・安

心に過ごせる居場所づくりとさまざまな遊びや学びのメニュー，地域住民

との交流活動を図ることにより，子どもたちが地域社会の中で，心豊かで

健やかに育まれる環境づくりを推進するもので，地域コーディネーターや

サポーターなど，地域住民が主体となり，今年度は，清和，白子，郡山，明

生，河曲，井田川の６箇所の公民館において実施いたします。 

 

２つ目の「土曜体験学習」は，土曜日の子どもたちの豊かな学習環境づ

くりを目的とし，月１回第一土曜日に，鼓ヶ浦公民館運営委員会が主体と

なり地域コーディネーターと土曜体験学習推進員の指導のもと，実施して

います。 

 この二つの事業につきましては，アクションプランの２の（２） 

「地域の学習環境の充実」に基づき実施するものです。 

 

次に３つ目の「親なびワーク・パパママワーク」ですが，家庭教育支援

のための訪問型ワークショップで，PTA 家庭教育学級や公民館講座におい

て実施していまして，こちらは，アクションプラン２の（３）「家庭教育の

充実」に基づき実施する事業です。    

【文化財課】 

浅野課長  

それでは，文化財課について説明いたします。 

文化財課の事務につきましては，今年度から一般文化財と埋蔵文化財を

統合し，文化財全般についての事務を文化財課で担うことになります。 

なお，考古博物館につきましては，郷土の歴史や埋蔵文化財への関心や

理解を深めていただく文化財課の出先機関と位置づけて，事業を進めます。

職員数，事務分掌につきましては，表に記載の通りです。 
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 次に，平成 28 年度主要事業につきまして御説明申し上げます。 

まず，「文化の薫る歴史街道活性化事業」です。 

本市の旧東海道，伊勢街道沿いには，往時の町並みや風情が残っている

ことから，こうした歴史ある街道の魅力を県内外に発信し，多くの方々を

本市に呼び込む事業です。 

 旧東海道沿いの佐佐木信綱記念館で特別展を開催するほか，旧伊勢街道

のウォーキングルートを紹介する街道マップの作成や歴史文化遺産のホー

ムページにより，歴史街道のＰＲ，情報の発信を行っていきます。 

二つ目，「一般文化財保存・活用事業」は，重要無形文化財の伊勢型紙の

技術保存，後継者育成等に係る支援をはじめ，所有者が行う指定文化財の

修復等に対する事業費の補助，文化財の活用・啓発に要する嘱託学芸員の

賃金等です。 

 

三つ目，「資料館等の管理運営事業」は，大黒屋光太夫記念館や指定管理

制度の稲生民俗資料館，伊勢型紙資料館，庄野宿資料館，佐佐木信綱記念

館を管理，運営する事業です。 

記念館等での企画展示を充実していくことで入場者の増加を図ります。

 「遺跡調査費」は，広瀬町にあります史跡伊勢国府跡の規模や構造を明

らかにするための発掘調査や開発に伴う市内遺跡の範囲確認調査等を実施

します。 

国から事業費の２分の１の 450 万，県から事業費の約 11.6％の 105 万の

補助を見込んでおり，この事業に係る予算は，900 万円です。 

 

 続いて，「史跡伊勢国分寺跡保存整備事業」です。 

史跡伊勢国分寺跡は，大正１１年に国の史跡に指定されており，敷地面

積約 48,200 ㎡に及ぶ広大な敷地に平成３０年度の完成をめざして歴史公

園の整備を進めているところです。 

 今年度は，遺構表示として掘立柱建物の立体表示兼休憩施設，伽藍地内

の芝張り，土舗装，サイン設置工事を予定しており，国から事業費の２分

の１の 2,756 万円，県から事業費の１００分の７，385 万８千円の補助を

見込んでおり，この事業に係る予算は，5,512 万円です。 

 

 最後は，「博物館事業費」です。 

考古博物館におきまして，歴史遺産の活用を図り，郷土の歴史や埋蔵文

化財への関心や理解を深めていただくため，企画展示のほか講座の開催，

体験学習等を実施するものです。 

 企画展を２回，特別展を１回，速報展を１回開催し，こうした展示に関

連した講演会や説明会を計画しています。 

 体験講座については，定番の勾玉づくりや土笛づくりのほか夏休みには
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子ども体験講座を予定しています。 

 また，地元の協力を得て実施する春・秋のイベント等，博物館を積極的

にＰＲし，来館者の増加につなげていきます。 

 以上が，文化財課の主要事業です。 

 参考資料のアクションプランで文化財課につきましては， 

３の「文化財の保護と活用の推進」， 

（１） 文化財の発掘・調査と保存の推進 

（２） 文化財を活用したまちづくりの推進に基づいて 

事業を進めています。 

【図書館】 

北川館長  

図書館の主要事業につきまして，説明申し上げます。 

  

一つ目の「施設管理費」ですが，昭和５６年の開館以来，３５年が経過

しました施設及び設備の維持管理と修繕を行うとともに，定期的な保守点

検を実施するなど，利用者の皆様に安全で快適な環境を提供するための委

託料などです。 

アクションプランでは， 

１「自ら学び，広げる生涯学習活動の推進」 

（３）図書館サービスの充実 の 

 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るに該当いたしま

す。 

 

次に，「運営・サービス事業費」です。 

この事業は，図書館が，市民にとって最も身近な生涯学習支援施設とし

て，その役割を果たすべく，平成 26 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。 

主な事業としましては， 

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。 

  また，今年度は，図書館システムの更新年になりますので三重県との

連携を強化するシステムを加えて更新を行い，利用者の利便性を向上い

たします。 

②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，通年の，読み聞かせボランティア 

 ７団体による「おはなし会」，夏休み期間に実施する「手作り絵本教室」，

「子ども映画会」やボランティア団体による「わくわく本ストリート２

０１６」を実施いたします。また，今年度からシニアを対象とした事業
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として，ボランティア団体による「民話語りの会」を実施いたします。

③は，みえ森と緑の県民税市町交付金を財源として三重県産材の雑誌用

書架を購入し，図書館での木材環境を更に向上させるとともに手作り木

工キットを購入して，自宅でも三重県産材の木材に触れる機会をもって

いただけるように木工時計の製作教室を実施します。 

  また，利用者サービスを向上するためには，職員のスキルアップも重

要であることから，視察旅費を計上して更なる資質向上に努めます。 

 

アクションプランでは， 

  ②「市内の学校図書館や公民館図書室などと連携した図書サービスを

  提供する」 に該当します。 

 

続きまして，「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，昨年の７月から実施しました自販機等の設置に伴う建物貸付

収入を１年分として 112 万 1 千円をプラスした金額を計上しています。 

なお，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。 

アクションプランでは， 

  ①「多種多様な市民ニーズに応えられるよう，蔵書を充実する」に該

当します。 

 

 続きまして，「地域サービス事業費」です。 

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ります

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って

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です。 

アクションプランでは， 

  ②「市内の学校図書館や公民館図書室などと連携した図書サービスを

提供する」 に該当します。 

 

続きまして，「分館費」です。  

平成 27 年４月１日から，江島分館として管理運営していますが，利用者

からは，概ね良い評価をいただいています。所蔵数は，約１万冊で，90％

程度が児童書です。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。今年度は，会議室を閲覧室に変更し，夜間返却口を設置す

るなど館内の改修工事を実施し，分館機能を強化いたします。 

アクションプランでは， 

 ⑤「江島分館の機能強化を図る」に該当します。 



7 
 

 

最後に，「ボランティア活動事業費」です。 

図書館では，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

がございます。 

 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を行ってい

ただいていますが，ボランティアの方々も高齢化が進んでいる為，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。 

 また，今年度からボランティア保険に加入し，ボランティアの方々が安

心して図書館での活動ができるように支援をします。 

アクションプランでは， 

③「ボランティア団体の活動が活発に行えるよう支援するとともにボラ

ンティアを育成する」に該当します。 

【地域協働課】 

山本課長  

それでは，地域協働課の事業について御説明いたします。 

 

 まず，職員数についてですが，地域協働課では，公民館に加え，市内 22

箇所の地区市民センターの所管もしており，職員総数は 157 名となってい

ます。 

公民館については，ふれあいセンターを含めまして，31 館あり，うち，

地区市民センターと併設の公民館が 20 箇所，単独公民館が 10 箇所とふれ

あいセンターとなっています。  

  

平成２８年度の地域協働課の主要事業について説明します。 

 まず，「森と緑の生涯学習事業」ですが，平成２７年度から「みえ森と緑

の県民税市町交付金事業」を活用し，各公民館運営委員会に事業を委託し，

小学生をはじめとした多くの市民に，森や緑の大切さなどの理解を深める

ための講座を実施しています。 

平成 28 年度は１館あたり７万円の予算で 11 館での活用を計画していま

す。 

※庄内，石薬師，井田川，庄野，加佐登，箕田，神戸，稲生，合川，白

子，郡山 

次に，「公民館運営委託事業」です。 

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するもので，講師謝金，消耗品等，

各種講座等を実施する経費です。 

 最後に，「公民館の施設整備事業」です。 

まず，栄公民館については，新築移転工事が完了し，本年度４月から業

務を開始していますが，今年度は，旧公民館の解体及び新公民館への進入

路の拡幅工事費を計上しています。 
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次に，公民館のバリアフリー整備です。 

公民館の中には，男女別トイレとなっていない館もあり，年次計画的に

整備してまいりますが，本年度は，石薬師公民館の男女別トイレの改修工

事を実施するものです。 

最後に その他としまして，今後，建替えを検討している牧田公民館の

用地購入に係る土地鑑定費用を計上しています。 

以上，公民館事業につきましては， 

アクションプラン １「自ら学び，広げる生涯学習活動の推進」の 

（２）公民館事業の充実と適切な管理運営に基づいて 

事業を実施するものです。 

【座長】 

井上委員 

平成 28 年度の社会教育分野主要事業について説明いただきましたが，御

質問等ございませんか。尚，質問等については，氏名を述べられてから，

発言をお願いします。 

【座長】 

井上委員 

資料館等のところで，来館者数の増加を図ると明記されていますが，こ

のような施設では，来館者数を増やす取組をいろいろされていると思いま

すが，28 年度は特にこのようなことをするということはありますか。 

【文化財課】 

浅野課長   

アクションプランの中での目標は，目標を３万２千人としていますが，

目標を挙げる時点では，３万 500 人程度でした。昨年度，結果として，3万

2,782 人になりました。この数字については，考古博物館，佐佐木信綱記念

館，大黒屋光太夫記念館といった資料館も含めての数字です。その内訳を

見ますと，考古博物館が，平成 26 年度 9,953 人，平成 27 年度には 11,459

人となり，1,506 人増え，すでに目標値を超えています。今後についても，

32,000人を維持しながら，それぞれの館で取り組んでいきたいと思います。

考古博物館では，様々な速報展や企画展を行い，他にも講習会や講演会

も開いています。そういったイベントも進めるとともに，佐佐木信綱記念

館や大黒屋光太夫記念館でも魅力ある展示に努め，来館者数を増やしてい

きたいと考えています。 

【座長】 

井上委員 

今，32,000 人程度で，それを維持したいという考えですね。  

図書購入費ですが，視聴覚資料を充実させるとあります。具体的にどの

ような視聴覚資料をどの程度増やす予定ですか。 

【図書館】 

北川館長 

視聴覚資料を充実させるという項目を加えてからは，主に，館内視聴のため

の DVD を購入しています。館内で，著作権の範囲内で見ることができるものを

購入しています。現在，揃えているのが，「日本むかし話」，「世界遺産」といっ

た子ども向けのものと大人向けのものとを，バランスをとりながら購入してい

ます。 

今後も予算の範囲で購入していきたいと思います。ある程度数が揃った時点

で貸出ができればよいと考えています。まだ数が少ないので現在は，貸出して

いません。 
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【座長】 

井上委員 

江島分館ができましたけれども，このことによって，利用者はどのくらい増

えましたか。 

【図書館】 

北川館長 

平成 27 年４月から江島分館になり，それまでの江島カルチャーセンターと

比較しますと，来館者数は，年間約４０％増となります。本館と合わせると５％

増になります。 

江島分館の中のレイアウトや壁への展示，本の並べ方についても，ボランテ

ィアに協力いただき,子ども達が，来館しやすい雰囲気作りをした結果，来館

者が増えたものと考えています。 

【座長】 

井上委員 

委員の方々，ご質問等いかがでしょうか。 

水野委員 

考古博物館や図書館などは，多くの市民が，来やすいような工夫を沢山され

ていて，すばらしいと思います。でも，いざ一市民になりますと，知らないこ

とが多く，「何処でこのようなことしていますよ」と，いうことを発信してい

くことが課題になると思います。特に公民館に本を配本しているというのは，

「そういえば，公民館に行ったときに本があったな」というくらいの認識しか

ないので，配本のたびに「こんな本が来ましたよ」という広報がある方がよい

と思います。そのために公民館と図書館が連携していくことが大事かと思いま

す。考古博物館と図書館が連携し，考古博物館の様々な展示について，関連あ

る書籍を図書館に展示することも必要かと思いました。 

【図書館】 

北川館長 

確かに，公民館の方は利用が少ない状況にあります。もう少し，公民館の図

書スペースを目立つような展示にするなど，工夫が必要だと考え，現在，担当

職員が１館ずつ，変えているところです。 

ＰＲ方法については，平成 26 年度は，ベルブという情報誌の表紙やラジオ

（鈴鹿ヴォイス）でとりあげていただいたこともあり，初めて図書館に来たと

いう方もみえました。今まで，図書館を利用したことがないような方へのＰＲ

方法も改善しながら，新たな人を呼び込みたいと思います。  

今年度は，夏休みの最終日に，「木工時計を作る」イベントを企画したとこ

ろ，すごい反響があり，２日間で 30 人ずつの募集のところ，申込みが 60 人か

ら 70 人を越えています。抽選をするような状態です。その中には，図書館に

来たことがないような方も，たくさん含まれていると思いますので，これまで

実施したことがないようなイベントにも取り組んでいきたいと思っています。

最近，外国人の方々が通っていらっしゃる，牧田のいろは教室の方が，図書

館でカードを作りたいと団体でいらっしゃいました。そのときに，利用方法を

説明して，10 人以上の方が登録をして，本も借りていきました。このように，

いろいろなことに，積極的に取り組んでいきたいと考えています。 

博物館との連携につきましては，さきほどの御意見を参考にさせていただい

て，大きな展示のときには，関連の本を並べるといったことをしていきたいと

思います。去年は，大黒屋光太夫記念館との連携で，井上靖展を開催したので

すが，そのときに，井上靖さんの書籍をまとめたコーナーを作って展示したと
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ころ，普段借りられないような本を借りていただきました。 

「広報すずか」のコーナーを設け，特集ページの本を並べています。そのこ

とによって，普段手にしないような本を並べることによって，借りていただく

ことがあります。同じように，博物館や資料館とも連携していきたいと思いま

す。 

【文化財課】 

浅野課長  

考古博物館も，７月 16 日から９月 19 日まで，鈴鹿の古墳をテーマにした企

画展をします。７月 16 日には，「シルクロードの輝き」というテーマで講演会

をします。夏休みの子ども体験博物館は，７月 21 日から８月 31 日まで十数講

座を毎日のように開催します。７月 30 日には，木田町の発掘現場の磐城山遺

跡で発掘体験を実施します。発掘体験は，先着順で早くに定員に達してしまい，

人気を得ています。 

図書館との連携という話がありましが，古墳関係の書籍で進めていけるよう

に考えていきたいと思います。今後，博物館ホールで「オカリナのコンサート」

の開催や，９月には，「お月見会」を実施して，集客に努めていきます。 

【座長】 

井上委員 

いろいろ新しいアイディアや試み等，工夫していただいていることがわかり

ました。他の委員の方，いかがですか。 

田中委員 

図書館のボランティア活動事業費の中に，ボランティア養成というのがあり

ますが，実は，そこで，養成されたボランティアの方が，幼稚園で，「絵本を直

してあげよう」と来ていただいています。地道に，このようにしていただいて

いることが，さらに広がっていくというのが，「社会教育として，つながって

いくのだ」ということを，実感しています。 

【図書館】 

北川館長 

ボランティア養成講座につきましては，学校図書館でのボランティアもたく

さんいらっしゃるということで，一般への周知より，少し前に学校へ周知をし

ています。学校から，ボランティアに情報が流れるのに時間がかかるというこ

とで，一般の方より先に知らせて，募集をしています。たくさん学校関係の方

が参加していただいていますので，今後もそのような流れで，御案内していき

たいと思っています。 

【座長】 

井上委員 

ありがとうございます。 

高藤委員 

学校現場にいますと，読書に関心の高い子どもや親御さんはいいのですが，

どうしても，ゲーム漬けになっている子ども達がいます。聞いてみますと，「帰

ってから寝るまでゲームをしている」と，いうこともあり，学校では，保護者

を巻き込み，「学校だより」などを利用しながら，なんとか活字に向かわせよ

うと努力をしています。夏休みの文化財関連のイベントや体験活動の申込みの

定員に達するのが速いというお話を聞き少し安心しました。「親世代をどのよ

うに文化の香り高いことに向かわせていくか」ということを，学校も合わせて，

社会教育の場で進めていくとよいと思います。 

【座長】 

井上委員 

まさしく社会教育の分野ですね。 
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【文化ｽﾎﾟｰﾂ部】 

古川部長 

読書が大事だと思いますのは，受験勉強ばかりしていて活字離れになるとい

うことがございます。大学受験で，例えば，英語の和訳などは，国語の能力が

ないとできません。単に英語の勉強をするだけでは，直訳になり，本来の意味

が解答できないという人が最近増えてきています。それはなぜかといいます

と，「読書をきちんとしていないから」ということになります。例えば，高校

で，読書の時間を設けているところがあります。また，お子さんが生まれて何

ヶ月かの時点でブックスタートということで，親御さんに絵本をお渡ししたり

して，子どもさんへの読み聞かせから入るという取組もあります。 

本市では，それぞれの各世代に合った読書の取組を進める必要があるという

ことで，今年度子ども読書活動推進計画をつくっています。これまでの計画の

ような，「学校で何をすべきか」「社会で何をすべきか」という切り口ではなく，

各世代でどのような読書をしていくのがよいかといった切り口で，計画を作っ

ていきます。そういった計画を今年度つくりあげ，それぞれのところが連携を

しながら，広い視点で読書の推進に取り組みたいと考えています。 

林委員 

図書館では，４，５年くらい前から，図書館の広報に載せる文章など，工夫

していただいています。若い世代のお母さんたちが読んでいただいているとい

うのが分かります。 

一方で，老眼になると本が読みにくくなり，図書館へ行きにくくなるという

ことがありますが，「民話語りの会」とかシニア向けイベントがあると聞きほ

っとしました。 

知識としての本も大事ですが，心を育てるという意味での本も大事だと思い

ます。シュミレーション能力，つまり，自分がこうしたときに相手がどう思う

のか，そういったことを絵本や本の中から読み取れる人になってほしいと思い

ます。 

中学校の図書館ボランティアをしています。司書がしっかりされている高校

では，図書館を第２の保健室のように活用している学校があります。 

中学校へ行ったとき私たちには，いじめられている子とかがわかります。 

「この子気になります」ということを先生に言うと，先生は「大丈夫，その

子には先生たちの目が届いています」と言われますと安心します。 

学校図書館に入っていくボランティアも，単に，「本の修理ができる」とか，

「本の整理ができる」というだけでなく，いろいろなことが見える人が来てく

ださいます。本を読んでいる人は，いろいろなことに気づきますから，ありが

たいと思います。やっぱり，本がもつ力はすごいと思います。 

家庭教育支援事業の中で，出前講座をされている中で，そういったこともし

ていただきたいと思います。「おばあちゃん達の孫育て」のような講座をして

いたとき，たくさんの人が集まりました。私達が集まったときに話題になりま

すのは，私達の時代の子育てと今の時代の子育ては違うということです。でき

れば，おばあちゃんたちに，「昔は，こうでしたが，今はこうですよ」というこ

とをわかりやすく話をしていただけるといいのかなと思います。 
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【図書館】 

北川館長 

図書館での読み聞かせボランティア講座とは別に，実際のおばあちゃん，お

じいちゃん，パパ，ママを対象にした，読み聞かせ講座を昨年は開催しました。

とてもたくさんの方に来ていただきました。特に，おじいちゃんですと，自分

の子育てをせず，おじいちゃんになって初めて抱っこするといった方もいらっ

しゃる中で，大変熱心に聞いていただきました。好評価でしたので，今後も続

けていきたいと思っています。 

【文化振興課】 

澤井課長 

家庭教育支援ですが，今，文化振興課では，保護者や市民を対象として，親

なびワークをしていますが，実際には，需要が少なくなっていますので，委員

がおっしゃられましたような内容に少し変えていく必要があるかと思います

ので，今後考えていきます。ありがとうございます。 

【座長】 

井上委員 

ありがとうございます。 

小川委員 

今，三重県教育委員会から，「確かな学力と社会参画力を養っていきましょ

う」という方針が出ており，４年間の目標を定め取り組んでいきます。社会参

画力を養うという意味では，地域の取組，活動，イベントに，中学生が参加さ

せていただき，その中で，一翼を担う活躍の場をいただくということが大事か

と思います。   

例えば，うちの学校の場合ですと，吹奏楽部や合唱部が地域づくり協議会の

イベントの中で，演奏等させていただき，「ありがとう」や「よかったよ」と言

ってもらう中で，自分達も町のイベントに役立っていると，自信につながり達

成感や自己効力感などが高まっています。このような機会となる地域の学習環

境の充実といったことを取り組んでいただいているということは，子どもたち

の成長や社会参画力を養うという意味で，非常に貴重であると感謝していま

す。 

具体的に，事業費をつけていただいて，事業を進めていただいていることが，

子ども達にとって，そういった力を養う機会になっています。ぜひ，一緒に取

り組ませていただきたいと思っています。 

文化振興課の社会教育関係団体の支援費もあり，子どもたちの活躍の場とい

う意味も含めて，充実させていただきたいと思います。 

子ども達が活躍している様子などを，市民の方に知っていただくような工夫

もしていただけたら，学校としてもありがたいです。 

【座長】 

井上委員 

貴重な御意見ありがとうございます。 

【文化振興課】 

澤井課長 

各地区に町民会議があり，地域の方が主体になり，子どもが取り組む講座な

どいろいろしていただいています。放課後子ども教室や土曜体験学習などの活

動も地域の方の協力により，学校，地域，家庭との連携が図られています。町

民会議につきましても，地域づくりと，一緒にまとまって進んでいくと思われ，

今後も力を入れていきたいと思っています。 
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【座長】 

井上委員 

松嶌委員お願いします。 

松嶌委員 

遺跡の伊勢国分寺跡で，平成 30 年度に完成予定の歴史公園についてです。

今年度，国と県から合わせて 3,000 万円程度の補助金があるということです

が，来年度も補助金を見込んでの計画になると思いますが，平成 30 年完成と

いう見通しについては，確定と考えてよろしいのでしょうか。 

【文化財課】 

浅野課長  

平成 30 年度を目途に計画を立ててきました。国の史跡ですので，国が補助

金を 2分の１出しています。ですから，国の考え方に沿って，この事業を進め

ています。そういった中で，平成 30 年度をめどに進めています。予算のこと

ですので，減額になる可能性もあります。文化財課としましては，今後も計画

に沿って進めていきたいと考えています。 

【文化ｽﾎﾟｰﾂ部】 

古川部長 

伊勢国分寺跡は，当初は，平成 27 年度完成予定でした。リーマンショック

時に補助金が減りました。市は 5,000 万強の補助申請をしましたが，結果は，

3,000 万強というような状況がリーマンショック以降続いています。今年度も，

5,500 円の補助申請をしましたが，3,000 万強になり，今度の３次申請でもう

少しいただけそうな見込みとなっています。 

今までも２回変更されています。平成 27 年度完成予定が平成 29 年度完成予

定になり，今度平成 30 年度完成予定というような状況にあるのが事実です。

文化予算は，なかなか増えにくい分野の予算で，そういった中で，一定額を確

保して進めていくということは，非常に厳しいですが，せいいっぱい努力して，

それを目途にやっていきたいというつもりでいます。 

松嶌委員 

歴史公園というのは，鈴鹿市としても重要な文化財として，役割を果たして

いくと思います。もっと積極的に歴史公園を広報していってもいいのかなと感

じましたので。 

それと，ある図書館では，図書館利用者がこんな本を読みたいと伝えると，

どんな内容かがぼやっとしたことでも，要望を伝えますと，適切な本をピック

アップして，おすすめをしてもらえるということがあると聞きました。そこの

図書館は，ハード的なことでなくて，図書館の職員が本の内容やジャンル分け

が分かっていて，利用者からどんなことを聞かれても「では，こんな本はいか

がでしょうか」とできるようなスタッフがいるというのを聞いてすごいなと思

いました。当然これは人のスキルですので，一朝一石にできるわけではありま

せん。そういったことを利用者から聞かれたときに，ある程度，ピックアップ

できるような，そんなところを目指していければ，利用者のメリットはあがり

ますし，利用頻度にもつながっていくのではないかと思いました。 

【図書館】 

北川館長 

私どもにいる司書は，ほとんどがそういったことができる職員です。それは，

ワードを２つ３つ入れれば，機械が選んで出してきます。それでも足りなけれ

ば，司書たちが何人か集まり，この本はどうかと協議のあと，御本人に本を提

供できるようなシステムをとっていますので，安心して来ていただければと思

います。 
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【座長】 

井上委員 

ありがとうございます。委員のみなさん全員発言していただきましたが，山

本課長は何かございますか。 

【地域協働課】 

山本課長 

公民館のことでも御意見いただきましたし，地域づくりのことでもお話いた

だきました。地域協働課では地域づくりを進めています。地域に入っていくと

きに，これからの深刻な話もさせていただきます。中学校や小学校や地域の方

が交流するということも絆づくり，面識づくりに繋がる大切なことだと思いま

す。公民館を人づくりの場と考えていますので，いろいろな活用をしていき，

地域づくりができるよう，公民館的にも考えていきたいと思いますし，市とし

ましても，みなさんに御協力をいただき，地域づくりを全体で進めていきたい

と考えています。 

【座長】 

井上委員 

最後に古川部長お願いします。 

【文化ｽﾎﾟｰﾂ部】 

古川部長 

今後，年に何回か，委員会を開きますので，いろんな御意見いただき，それ

を次にどうやって回していくか，PDCA サイクルで進めていきたいと考えてい

ます。目標を定め，どこまでできたかを検証し，「何がいけなかったのか」，「何

がよかったのか」，「次に何をしなければならないか」について，皆さんから，

いろいろな意見をいただく中で，より幅の広い，充実した社会教育にできるか

と考えていますので，今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

【座長】 

井上委員 

ありがとうございました。みなさんの御協力により，なんとか座長の役割を

努めさせていただけたのかと思います。 

これで終了します。ありがとうございました。 

 


