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１　社会教育部門組織図

 ※関連施設

地域振興部次長
協働推進Ｇ

単独地区市民センター

地区市民センター兼公民館

単独公民館

ふれあいセンター

佐佐木信綱記念館等の記念館・資料館

図書館 スタッフ（含む江島分館）

地域振興部長 地域協働課 総務Ｇ

市民会館

文化会館

文化財課 文化財Ｇ

発掘調査Ｇ

考古博物館

市長 副市長 文化スポーツ部長 文化振興課 文化振興Ｇ

生涯学習Ｇ
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１　職員数

職名 技術

グループ名 事務 教員 電気 学芸員 司書 その他

課長 1 1

文化振興グループ 3  　 3

生涯学習グループ 1 2 3

市民会館 1 1 2 1 5

文化会館 2 (1) 3 2 7

計 8 2 1 5 3 19

（　）文化会館の技術電気は，市民会館技術電気と兼務

２　事務分掌

グループ

文化会館
○文化会館の管理運営に関すること。

事務内容

文化振興グループ

○文化政策の総合的企画及び調整に関すること。
○文化行政の調査研究に関すること。
○文化振興事業の企画及び実施に関すること。
○文化情報の提供に関すること。
○文化関係団体に関すること。
○(公財)鈴鹿市文化振興事業団に関すること。

生涯学習グループ

○社会教育委員に関する事務の補助執行
○社会教育関係団体に関する事務の補助執行
○生涯学習の推進に関する事務の補助執行

市民会館
○市民会館の管理運営に関すること。

文化スポーツ部 文化振興課

平成２８年７月１日現在

事務 その他職員
臨時雇用 計
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項　　　目 備　　　考

市民学習活性化事業費

成人式費

社会教育関係団体支援費

地域家庭教育支援事業費

３　平成28年度主要事業

概　　　　　　　要

①市民アカデミー「まなベル」の開講
市内高等教育機関と連携し，市民に学びの楽しさを
実感いただくと共に，学習意欲の向上を図る。
②第３次鈴鹿市子ども読書活動推進計画を策定す
る。
【予算額】６８３千円

　成人式対象者：2,190人　　H28.5.31現在
（平成8年4月2日から平成9年4月1日に生まれた方）
開催日：平成29年1月8日（日）
場所：鈴鹿市民会館
式典内容は新成人で組織する成人式実行委員会と協
議のうえ決定する。
【予算額】９０４千円

　下記６団体が実施する青少年健全育成事業に対
し，事業費の一部を補助する。
① 鈴鹿市青少年育成市民会議
② 地区青少年育成町民会議（24団体）
③ 鈴鹿市子ども会連合会
④ 日本ボーイスカウト鈴鹿地域協議会
⑤ ガールスカウト鈴鹿地区連絡会
⑥ 鈴鹿ジュニアリーダー会
【予算額】４，４５２千円

①地域住民の協力を得て，各小学校区における放課
後の子どもたちの安全安心な居場所づくりのため，
公民館を主会場に「放課後子ども教室」を６小学校
区で実施する。
＊平成28年度実施校区：清和・白子・郡山・明生・
河曲・井田川
②子どもたちの土曜日の豊かな学習環境づくりの一
助として，公民館を主会場に「土曜体験学習」を鼓
ケ浦小学校区で実施する。
③家庭教育支援として，保護者や市民等を対象とし
た訪問型ワークショップ「親なびワーク，パパ・マ
マワーク」を開催する。

【予算額】３，５２９千円
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１　職員数

職名 技術

 グループ名 事務 教員 電気 学芸員 司書 その他

 課長 1 1

 文化財グループ 3 1  2 1 4 11

 発掘調査グループ 4 1 4 9

 考古博物館 4 1 1 4 10

計 12 2 　 4 1 12 31

２　事務分掌

グループ

文化財グループ

発掘調査グループ

考古博物館

事務内容

○文化財の指定に関する事務の補助執行
○文化財の調査，保護及び活用に関する事務の補助執行
○文化財関係団体に関する事務の補助執行
○文化財関係施設に関する事務の補助執行
○鈴鹿市文化財調査会に関する事務の補助執行

○埋蔵文化財の発掘等調査に関する事務の補助執行
○出土遺物等の整理に関する事務の補助執行
○歴史公園の整備に関する事務の補助執行
○伊勢国府跡の整備に関する事務の補助執行

○考古博物館の管理運営の補助執行
○考古博物館の観覧料及び使用料の徴収に関する事務の補助執行
○考古博物館の企画及び統計に関する事務の補助執行
○考古博物館の広報宣伝に関する事務の補助執行
○考古博物館資料の寄贈寄託に関する事務の補助執行
○考古博物館の施設の使用許可に関する事務の補助執行

文化スポーツ部 文化財課

平成２８年７月１日現在

事務 その他職員
臨時雇用 計
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項　　　目 備　　　考

文化の薫る歴史街
道活性化事業費

一般文化財保存・
活用費

資料館等

遺跡調査費

史跡伊勢国分寺跡
　保存整備事業費

　史跡伊勢国分寺跡（大正11年指定，事業地約48,200㎡，国
分町）の保存と活用を図るため歴史公園として整備する。
　*平成２８年度整備箇所
　　・遺構表示　掘立柱建物明示施設兼休憩施設建設
　　・伽藍地内　芝張り，土舗装，サイン設置

【予算額】 ５５，１２０千円

３　平成28年度主要事業

概　　　　　　　要

　佐佐木信綱記念館での特別展開催や旧伊勢街道の案内マッ
プの作成，歴史文化遺産ＨＰの運用等により，本市の歴史街
道の魅力を発信し，市外からの集客数の増加を図る。
【予算額】２，００５千円

　重要無形文化財「伊勢型紙」の技術保存，後継者育成等に
係る事業補助（６５０千円）
　市内に残る貴重な指定文化財を長期的に保存し，その活用
を図るため，現況調査を実施するとともに修復等にかかる費
用に対し補助（７，７８４千円）を行う。
【予算額】 ８, ４３４千円

　各資料館・記念館において，郷土の資料等の活用を図り，
それぞれの施設の特性に応じた展示や事業を企画し，来館者
数の増加を図る。
[直営施設]　大黒屋光太夫記念館
[指定管理導入施設]
　　佐佐木信綱記念館（佐佐木信綱顕彰会）
　　稲生民俗資料館（稲生民俗資料館運営委員会）
　　伊勢型紙資料館（伊勢型紙技術保存会）
　　庄野宿資料館　（庄野宿資料館運営委員会）
【予算額】１６，９３９千円

　史跡伊勢国府跡（広瀬町）の規模や構造等を明らかにする
ための調査を実施する。また，市内遺跡の保存と活用を図る
ため発掘調査を実施する。
【予算額】９，０００千円
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博物館
　事業費

　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
や理解を深めてもらうため各種事業を実施する。
①特別展・企画展，速報展
　「特別展-伊勢の瓦，大和の瓦」
　「企画展①-鈴鹿の古墳Ⅰ-ちいさなちいさな古墳たち-」
　「企画展②-どか～んとえんとつ」
　「速報展－発掘された鈴鹿２０１６」
②講演会
　・寺院官衙シリーズ講演会
　・博物館入門講座
　・特別展・企画展関連講演会，スライド説明会
③体験講座
　・勾玉作り，土笛作り
　・つるカゴ作り，とんぼ玉作り
　・夏休み子ども体験博物館
　・出前講座
④集客イベント
　・お月見ミュージアムコンサート
　・春まつり

【予算額】 ４，４８６千円

6



１　職員数

職名 技術

 グループ名 事務 教員 電気 学芸員 司書 その他

 館長 1 1

スタッフ制 5  　 12 13 30

計 6 　 　 　 12 13 31

２　事務分掌

事務内容

スタッフ制

○図書館の企画及び統計に関する事務の補助執行
○施設及び設備の運営及び維持管理に関する事務の補助執行
○図書館の広報宣伝に関する事務の補助執行
○図書館の関係団体に関する事務の補助執行
○図書その他資料（以下「資料」という）の閲覧及び貸出返却に関する事務の補助執行
○資料の調査及び研究の相談に関する事務の補助執行
○読書案内及び読書相談に関する事務の補助執行
○読書会，研修会，講演会，資料展示会等の実施に関する事務の補助執行
○資料の選択,収集及び更新に関する事務の補助執行
○配本事業に関する事務の補助執行
○資料及び目録の整備に関する事務の補助執行
○資料の保管に関する事務の補助執行
○資料管理システムに関する事務の補助執行
○視聴覚ライブラリーに関する事務の補助執行
○視聴覚機材及び教材に関する事務の補助執行
○資料の廃棄に関する事務の補助執行
○江島分館に関する事務の補助執行
○鈴鹿市立図書館協議会に関する事務の補助執行

文化スポーツ部 図書館

平成２８年７月１日現在

事務 その他職員
臨時雇用 計
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項　　　目 備　　　考

施設管理費

運営・サービス事業費

図書購入費

地域サービス事業費

分館費

ボランティア活動事業費

  江島分館を管理運営する経費。今年度は，会議
室を閲覧室に変更する，夜間返却口を設置するな
どの改修工事を行い，分館機能を強化する。
【予算額】１０，１５５千円

　図書館ボランティアを育成するために,各種の研
修会や養成講座を開催し，ボランティアを育成す
るとともに，今年度から新たにボランティア保険
に加入することでボランティア活動を支える。
【予算額】１５４千円

３　平成28年度主要事業

概　　　　　　　要

　本館施設及び設備の維持修繕に努める。
【予算額】１０，３４８千円

　多くの市民に図書館資料を利用していただくと
ともに，市民が求める情報を的確に提供できるよ
うに努める。また，「鈴鹿市立図書館サービス方
針」に基づき各種の事業を実施する。
① 図書館の情報提供サービスの充実
　図書館ホームページの活用を拡充して，資料の
検索や，資料のインターネット予約及び貸出状況
確認など情報提供サービスに努める。また，図書
館コンピュータシステムを更新し，円滑な運用に
努める。
② 各種行事の実施
　おはなし会，民話語りの会，夏休み手作り絵本
教室，夏休み子ども映画会のほか，児童や市民を
対象とした行事を実施する。
③　みえ森と緑の県民税市町交付金を財源とし
て，雑誌用書架及び手作り木工教室用の木工キッ
トを購入し，三重県産材の木材をＰＲするととも
に，図書館及び利用者の自宅において木材環境を
提供する。
【予算額】１４，０７１千円

  生涯学習を支援する上で最も基本的かつ重要な
機関として，一般図書，参考図書，児童図書や大
活字本などの資料及び視聴覚資料を充実させる。
【予算額】２３，１２１千円

  全公民館（ふれあいセンターを含む３１館）及
び農村環境改善センターの図書室及び図書コー
ナーに，図書館の本を配本し，各施設での閲覧及
び貸出しにより地域住民の利便性を図る。
　併せて，図書館職員が各公民館を２週間毎に巡
回する「ふれあいライブラリー」を実施する。
　なお，利用者増を図るために,配本サービスの見
直しを検討する。
【予算額】２４７千円
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１　職員数

職名

グループ名 事務職員 労務員 館長
（非常勤）

司書 その他

課長 1 1

総務グループ 5 　 1 6

協働推進グループ 4 　 4 8

単独地区市民センター（2） 6 1 4 11

地区市民センター兼公民館（20） 42 5 　 42 7 96

単独公民館（10） 10 10 10 30

ふれあいセンター（1） 1 3 1 5

計 58 6 11 63 19 157

２　事務分掌

グループ・役職 事務内容

総務グループ

○地区市民センターに関する事務
○神戸地区との連絡調整に関する事務
○自治会団体の事務
○地縁による団体の認可（自治会の法人化）事務
○自治会における集会所，町内掲示板，放送施設等の補助金事務
○コミュニティセンターに関すること。
○公民館及びふれあいセンターの施設整備及び維持管理に関する事務の補助執
　行

協働推進グループ

○協働の推進に関すること
○地域づくり協議会に関すること
○市民活動団体に関すること
○公民館及びふれあいセンター事業の運営，指導に関する事務の補助執行
○鈴鹿市公民館運営審議会に関する事務の補助執行

地域振興部 地域協働課
平成２８年７月１日現在

事務 その他職員
臨時雇用 計
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項　　　目 備　　　考

森と緑の生涯学習事業

公民館運営委託事業

公民館施設整備事業

３　平成28年度主要事業

概　　　　　　　要

　みえ森と緑の県民税市町交付金事業を活用し，
「森と緑の生涯学習講座」を公民館を主会場にして
実施。小学生を中心に森林や木材についてふれあう
学習活動を通じ，森や緑を大切に思う人づくりを進
める。
【予算額】７７０千円

　公民館運営委員会（31館：ふれあいセンター学習
会館を含む）に対し，地域特性や住民ニーズに応じ
た生涯学習事業の実施を委託する。各公民館が実施
する各種講座開設にかかる経費（講師謝金，消耗品
等）
【予算額】３９６千円(ふれあいセンター学習会館)
【予算額】１０，６９３千円(公民館30館)

○栄公民館建設関係
旧栄公民館(地区市民センター)の解体及び進入路の
拡幅工事費
【予算額】
　旧施設解体工事費　１０，８００千円
　進入路拡幅工事　　１４，０００千円
　計　　　　　　　　２４，８００千円

○公民館ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ整備関係（男女別ﾄｲﾚ改修工事）
石薬師公民館トイレ改修工事
（利用者数11,156人　築年数38年）
現在のトイレを男子トイレに改修し，女子トイレと
多目的トイレの増築，それに伴う浄化槽の入替え。
また，玄関ホールの全面改修と玄関内外のスロープ
設置を実施する。

【予算額】　　３５，０００千円

○その他
建替えを検討している牧田公民館の用地購入に係る
土地鑑定を実施。

【予算額】　　　２，５００千円
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