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第２回鈴鹿市社会教育委員会 議事録概要 
 

開催日時 平成 29 年１月 16 日（月） 13：30～ 

場  所 市役所本館１２階 1202 会議室 

出席委員 
井上 哲雄，田中 育子，小川 正芳，林 佳代子，渥美 恭子（以上５名）

欠席：髙藤 富子，松嶌 康博，水野 典子，  

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 

文化振興課生涯学習Ｇ 主幹 田中 聖子 （以上７名）  

傍聴者 ０名 

資 料 

・第２回鈴鹿市社会教育委員会 事項書 

・資料１ 社会教育基本計画２０２３(案) 

・資料２ 平成 29 年度 社会教育分野主要事業(案) 

 

冒頭の 

事項 

・挨拶 

・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３協議事項の 

（１）「社会教育基本計画 2023（案）について」及び 

（２）「平成 29 年度社会教育分野主要事業（案）について」両方を一括して説

明いただいた後に，御意見，御質問をいただきます。 

文化振興課長及び担当課長から説明願います。 

【文化振興課】 

澤井課長 

社会教育基本計画 2023（案）について説明いたします。 

 昨年４月には，「みんなで創り 育み 成長し みんなに愛され選ばれるまち

すずか」を将来都市像とする「鈴鹿市総合計画 2023」がスタートしました。 

 昨年度までは，社会教育分野での「基本目標及びアクションプラン」を策定

していましたが，「鈴鹿市総合計画 2023」の前期基本計画との整合を図り，今

後の社会教育行政の計画的な振興に向け，基本的な方向性やその実現のための

具体的な施策を体系的に示すために「社会教育基本計画 2023」とし，計画案と

してまとめましたので，社会教育委員の皆様にお諮りします。 

計画期間も「鈴鹿市総合計画 2023」の前期基本計画の終了に併せ，平成 29

年度から平成 31 年度末までとします。 

「社会教育基本計画 2023」では，社会教育のめざす姿を「人と文化を育み，

心豊かに過ごしていること」とし，実現化するための方向性を社会教育の基本

目標とし，４本の柱としました。 

それらは，それぞれ，「鈴鹿市総合計画 2023」の施策と連動しています。 

 

 １ 自ら学び，広げる生涯学習活動の推進 
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 ２ 教育環境の充実 

 ３ 文化財の保護と活用の推進 

 ４ 住民主体の地域づくりの推進 

  

 この４本の柱の，具体的な取組をまとめたものが，実行計画になります。 

 実行計画につきましては，毎年検証しその内容を見直して行く予定です。 

 また，それぞれの実行計画で目標値を設定していますが，目標値につきまし

ては，「鈴鹿市総合計画 2023」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。    

【文化振興課】 

澤井課長 

実行計画 １つ目の柱「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」では，市民一人ひとりが，自らが学びた

いテーマに沿った，学習や活動ができるように，学習情報や，学習機会を提供

することとし， 

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ます。 

実行委員会が，主体的に成人式の企画，運営を行うことから，それらも，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「まなベル」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，平成 27 年度は 99％です

が，個々の意見として，ご指摘，ご要望等もあることから, 更なる改善を重

ねて，全ての受講者に満足いただけるよう取り組んでいきます。 

【図書館】 

北川館長 

「（２）図書館サービスの充実」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」となるように図書館サービスを

充実します。 

 ①として，多種多様な市民ニーズに応えられるよう，蔵書を充実します。 

 ②として，公民館図書室などと連携し，地域に応じた図書サービスを提供し

ます。 

③として，ボランティア活動が活発に行えるよう支援するともに，ボラン 

ティアを育成します。 

 ④として，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。 

 次に「指数」については，市民一人あたりの年間貸出冊数とし平成 31 年度

までの「目標値」を，3.5 冊と設定しており，平成 27 年度末の現状値 3.28 冊

ですが，目標値に近づけるよう，上記に記載のサービスに取り組みます。 

【文化振興課】 

澤井課長 

「教育環境の充実」ですが，社会教育分野での，環境の充実を考えており，

地域の資源を生かした学習環境の充実を図ります。 

①②では，「社会教育関係団体の活動支援」として，鈴鹿市青少年育成市民
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会議等の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

年の健全育成を進めるために，社会教育関係団体の独自性を生かした活動を支

援します。また，それらの団体と連携して，鈴鹿市青少年対策推進本部の活動

を推進していきます。 

③ 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や，子ども

と大人，子どもと子ども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。 

④地域住民の協力を得て，児童が放課後等を安全・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豊かな学習環境づくりを推進しま

す。 

⑤ 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

支援を推進します。 

 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。 

【文化財課】 

浅野課長 

３「文化財の保護と活用の推進」につきまして説明します。 

（１）文化財の発掘・調査と保存 につきましては，文化財を貴重な歴史的

遺産として次世代に引き継いでいくため，その保存に努め，調査・研究を進め

て，指定・登録文化財の拡充を図ります。 

 具体的には，①から⑥まで記載のとおりでございまして，市内に残る歴史的・

文化的遺産の調査を行うとともに，文化財の保存を図るため所有者等を支援し

ていきます。 

天然記念物である「金生水沼沢植物群落」の保護増殖を推進するための調査

や，重要無形文化財「伊勢型紙」の技術保存を図るため，保存会への支援も進

めます。 

また，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，史跡「伊

勢国府跡」の適切な保存のため，範囲確認調査を実施するとともに，住宅建築

などに伴う遺跡の発掘調査も行います。 

 目標につきましては，指定登録文化財の件数を平成 31 年度には 100 件を目

指し，新たな文化財を発掘していきたいと考えています。 

 

（２）「文化財を活用したまちづくり」では，文化財を地域資源として活用

し，歴史と文化に親しむ機会を提供するとともに，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，また，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うなど，歴史や文化，文化財に触れる

機会をつくることで，多くの方々の参加を期待しています。 

目標は，平成 31 年度，博物館等の来館者数とし，32,000 人を目標としてい
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ます。なお，この中で，平成 27 年度には，すでに 32,782 人となっていますが，

この計画を作る平成 26年度時点では，30,850 人というような数字でしたので，

目標として，32,000 人と定めました。なお，昨年度は，考古博物館，佐佐木信

綱記念館，大黒屋光太夫記念館等の文化財施設では，様々な展示や企画を積極

的に行ったことにより，増えたものだと認識しています。 

【地域協働課】 

山本課長 

基本目標 ４「住民主体の地域づくりの推進」 

（１）公民館事業の充実と適切な管理運営 についてですが，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

域づくりを推進していくために， 

①地域における生涯学習及び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の推進 

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。 

施設管理につきましては， 

③公民館など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。 

なお，公民館における学習活動への参加者数の増加は，学びに対しての

意欲の向上と地域づくりのための人材育成につながることから，指標を

学習活動への年間参加者延べ数とし，目標値を平成 27 年度の現状値：

297,521 人に対し，平成 31 年度 31 万人としています。 

【文化振興課】 

澤井課長 

協議事項（２）「平成 29 年度社会教育分野主要事業(案)について」の，

１つ目の「自ら学び，広げる生涯学習活動の推進」のうち，「学び，生か

す生涯学習の推進」につきましては，市民学習活性化事業として，市内高

等教育機関と連携し，「市民の更に詳しく知りたい」，「楽しく学びたい」と

いう，市民の学習ニーズに応える為，すずか市民アカデミー「まなベル」

を実施します。 

成人式の開催については，新成人から組織する実行委員会方式による成

人式の実施を予定しています。  

【図書館】 

北川館長 

「（２）図書館サービスの充実」の１つ目の「図書購入」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」

となる図書館をめざし，図書館資料を充実します。 

 ２つ目の，「地域サービス事業」は，図書館の地域サービスを充実するた

め，全市立公民館などへの配本事業と「ふれあいライブラリー」の巡回サ

ービスを行います。 

 ３つ目の，「ボランティア支援」は，ボランティアの活動が活発に行える

ように支援するとともに育成を行います。 

 ４つ目の，「図書館の施設整備」ですが，施設の長寿命化を図る為，計画

的な定期点検などを実施します。 
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【文化振興課】 

澤井課長 

２つ目の「教育環境の充実」ですが，「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，鈴鹿市青少年育成

市民会議や青少年育成町民会議等の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。 

「地域家庭教育支援事業」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」を実施するほか，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」を実施する

予定です。 

【文化財課】 

浅野課長 

文化財の保護と活用の推進の 

（１）「文化財の発掘・調査と保存」についてですが， 

まず，金生水沼沢植物群落保護増殖事業としまして，同群落内の動植物

調査や外来種等の不要草の除去により，食虫植物をはじめ貴重な湿性植物

の保護を進めていきます。 

２点目，伊勢型紙技術保存事業としまして，重要無形文化財「伊勢型紙

技術保存会」への支援を通して，伊勢型紙の技術保存を図っています。 

現在，伊勢型紙技術保存会の会員は 14 人，伝承者（会員による指導を受

けている者）７人，研修者６人，研修生４人の合計 31 人が技術の保存に携

わっています。 

３点目，史跡伊勢国分寺跡保存整備事業で，大正 11 年に国の史跡に指定

された伊勢国分寺跡を歴史公園として整備します。 

 平成 28 年度は，掘立柱建物を明示する施設の建築と芝舗装などを行い，

平成 29 年度は，掘立柱建物を明示する石製スツールの設置や築地塀を明示

する盛土，土系舗装や芝張り，説明サインの設置等を予定しています。 

４点目，遺跡調査事業として，広瀬町の伊勢国府跡の範囲・性格を明ら

かにするための継続調査や個人住宅等に伴う市内遺跡の発掘調査を実施す

る予定です。 

５点目 文化財保護事業につきましては，現在，鈴鹿市には，97 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，

文化財の保存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，指定文化財の長期的な保存を図るものです。 

 

（２）文化財を活用したまちづくりについて 

１点目 博物館・記念館等の運営事業としまして，考古博物館においては，

発掘された遺物や遺構の紹介を通して，郷土の歴史や文化財への関心，理

解を深めていただけるよう，展示内容の充実に努めます。 

平成 29 年度は，速報展及び年３回の企画展，展示に関連したスライド説
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明会や関連講演会を開催します。 

夏休み期間中は，「夏休み子ども体験博物館」と題し，様々な体験講座を

開催する予定です。 

その他，集客イベントとして，10 月に観月会を兼ねた「ミュージアムコ

ンサート」や２月に「春まつり」の開催も予定しています。 

また，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，鈴鹿市稲生民俗資料館におきましては，各施設が持つ特性や地

域性を生かし，地元顕彰団体等との連携を図りながら，来館者の増加を図

るとともに，郷土の歴史や文化に触れる機会を増やし，文化の向上に供し

ていきたいと考えています。 

２点目 金生水沼沢植物群落活用事業につきましては，季節ごとに特徴

的な植物を紹介する観察会を開催し，天然記念物の保護への理解を進めて

行きます。平成 29 年度は，年間６回程度の実施を予定しています。 

【地域協働課】 

山本課長 

主要事業 ４「住民主体の地域づくりの推進」についてですが， 

（１）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として３

つの事業を挙げています。 

①公民館及びふれあいセンター運営委託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。 

②森と緑の生涯学習事業として，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，森林や緑を大切に思い，育む人づくりを

図っていきます。 

 ③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

レへの改修を進めるとともに，昭和 50 年に建築した，牧田公民館の新築移

転工事のための基本・実施設計を行う予定です。 

【座長】 

井上委員 

協議事項の（１）社会教育基本計画 2023（案）（２）平成 29 年度 社会教育

分野主要事業（案）について説明いただきました。 

２つの件について，一括して御意見，御質問をお受けします。 

林委員 

「教育環境の充実」のところの「訪問型ワークショップ」というのは，今ま

でと同じように出前講座のような感じで，直接現場へ赴き，ワークショップ形

式で行うということですか。 

【文化振興課】 

澤井課長 

 

その通りです。学校や公民館などに，直接伺いワークショップを実施します。
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林委員 

今年の成人式は，去年より落ち着いていてよかったと思いました。 

以前は，社会教育団体のボランティアも入り，一緒に成人式を進めてきまし

た。イベントの内容もマンネリ化してきたというか，毎年新成人の参加者は，

変わりますから，気にしなくてもいいかもしれないですが，もっと違うやり方

があっても良いのかなと思います。 

成人式実行委員会に参加した皆さんにとっては，すごくよかったと思うし，

頑張っているのがよくわかり感激しました。 

実行委員だけでなく，一般の子どもたちにも考えてもらえるような，他の市

町では，中学校別でやっているところもあると聞きます。若い人に聞いてみた

ら，様々なアイディアがあるかもしれません。  

【文化振興課】 

澤井課長 

成人式については，中学校区という考え方もありますが，実行委員からアン

ケート等をとり，どういうのがいいかというのを検討していくことを考えてい

ます。 

【座長】 

井上委員 

毎年実行委員が変わっていきます。実行委員になった人も急に何をやってい

いかわからないから，昨年はどうだったかなと見ると，どうしてもそれに流れ

ていくところはありますよね。 

林委員 

以前は，今年度成人式する人と，来年度する人も２人くらい一緒に入っ

ていて，その人たちが，前年度の成人式を見て，次の年に中心になってや

るという形にしていました。今は，どうですか？ 

【文化振興課】 

澤井課長 

 

成人式実行委員は，新成人が１年任期で活動しています。 

【座長】 

井上委員 

「まなベル」は，いろいろな教育機関で，いろいろな講座を進めてもらって

います。「テーマ」とか決めて進めているのでしょうか。それとも，各学校から

出てくるものをそのままするのですか。 

【文化振興課】 

澤井課長 

毎年，鈴鹿医療科学大学，鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部と鈴鹿工業高等専

門学校で実施しています。当初は，「鈴鹿」をテーマにした内容をお願いして

いましたが，題材もなくなってきたところで，今回は，テーマから「鈴鹿」を

入れずに進めたところ，各学校からいろいろな取組が出てきました。 

マンネリ化して，参加人数も少なく，縮小しようかと考えていたところ，今

回は予想以上に応募がありました。学校独自の特徴のあるものを入れていただ

き，「健康」，「食」など，みなさんの興味がある内容で，かなり喜んでいただく

ことができました。今回，例年の倍くらいの新しい受講者がありましたので，

いいところにつながったと思っています。 

【座長】 

井上委員 

ありがとうございました。 

では，小川委員，お願いします。 

小川委員 

質問の１点目は，平成 29 年度からの３年間の計画の中で，何か，今まで

の計画を見直し，「ここの部分は，新規」であるとか，「これまでの社会教

育の実績に基づいてこういうふうに改善しました」という，この計画の中
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で，新しく改善した部分があれば，教えてください。 

平成 29 年度の主要事業の中でも，新しく起こした事業とかあれば，これ

までの３年間をどう踏襲して，どんな方向に変えようと思っていることが

あれば，教えていただきたいと思います。 

学校の関係ですので，特に教育環境の充実のところについては，ＰＴＡ

の家庭教育学級のところで，先ほどの御説明ですと，出前講座のように来

ていただけるということですが，そういった講師陣というか，「こういう方」

でしたら，「こんな話ができる」とか，こういう活動が家庭教育学級の中で

出来るというようなことがあるのであれば，ＰＴＡ会長もありがたいので

はないかと思います。 

【文化振興課】 

澤井課長 

計画名称は。資料１にあります「社会教育基本計画 2023」となります。 

平成 28 年度までは，教育基本目標の中の社会教育分野ということで，定め

ていたのですが，今年度，教育委員会のほうでは，教育基本計画を新たに作り

ました。そのようなことから，社会教育分野では，「総合計画 2023」にあがっ

ている社会教育分野の計画を踏襲していくということもあり，今回，「社会教

育基本計画 2023」としてまとめました。目標値も「総合計画 2023」と同じも

のを使っています。 

【図書館】 

北川館長 

図書館の 29 年度予算につきまして，特に新規事業はございませんが，いろ

いろな補助金等にアンテナを高くし，そういったものを活用しながら，新しい

ことに取り組んでいきたいと考えています。 

【文化財課】 

浅野課長 

文化財についても大幅に変わったものはありません。ただ，国や県の補助金

をうまく活用しながら，進めていきたいと思います。それぞれの館が独自に工

夫して，いろいろな講座や，企画展も進めていますので，そういったことも，

上手にＰＲし，入館者等の増加につなげていきたいと考えています。 

【地域協働課】 

山本課長 

予算については，財政規模が縮小していくことが目に見えていますので，

市全体の考えの中では，マイナスのシーリングで予算を立てていく必要が

ありますことから，特筆すべき点というのはございません。ただ，公民館

等，ふれあいセンターを加えて 31 の施設の管理運営費用をあてていますの

で，そういったものの長寿命化を図りながら，ソフト面での充実を目指し

ています。予算をともなった新規事業というのはございません。 

【文化ｽﾎﾟｰﾂ部】 

古川部長 

29 年度予算は，５％シーリングで，前年度より５％切るということで，新規

事業を進める場合は，既存の事業をスクラップし，「１つやめるかわりに，こ

っちをやりましょう」という，「予算の工夫をしなさい」という中で，文化スポ

ーツ部につきましても，ソフト面で知恵を出して，いろいろなことを進めてい

きたいと考えています。 

昨年，図書館で実施した，「不思議の国のアリス×鈴鹿市立図書館（体験型

謎解きイベント）」など，費用はかからないけども，特に青年期，一番図書館の

利用の少ない子たちをどうやって発掘しようかとか，今，市役所全体が知恵を

出し合い，予算が無い代わりに，もう少し見直していいことができないかと考
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えています。例えば，図書館と学校図書館がもっと連携していけないか，ある

いは，学校で買えないような本を図書館でまとめて貸し出すとか，司書が学校

を回れないのかとか，今からそういった新たな知恵を出していきたいと考えて

います。 

「すぐに予算に反映するか」というと，なかなか反映しない部分もあります

ので，今後そういった，なるべくお金をかけずに，中身を充実していきたいと

考えています。 

【文化振興課】 

澤井課長 

訪問型のワークショップの件ですが，家庭教育支援の一環として実施してい

ます。主に，ワークショップの進行役にファシリテーターをお願いし，保護者

たちの子育ての悩みを解決するためのワークショップがございます。主に，Ｐ

ＴＡの家庭教育学級を対象に，年度当初に研修会を開き，こういう内容ならで

きますということを提示し，申し込んでいただくという形です。  

【座長】 

井上委員 

新規事業をやっていこうとすると，「予算があるからできる」，「予算がない

からできない」というのではなく，事業としては，同じ名前でもやり方を変え

るとか，いろんな進め方があると思います。 

予算のないところでも創意工夫していく，知恵を出す。社会教育委員も知恵

を出していかなければならないと思います。 

私は，公民館を運営している関係上，いろいろな新しいことをやろうとする

と予算がないと言われるが，知恵を出しあって，やり方を変えていくような形

でいきたいと思っています。どこもかしこも同じように悩んで知恵を出し合っ

てやっているように思います。 

林委員 

公民館関係でお尋ねします。「森と緑の生涯学習事業」でいろいろやってい

ますよね。公民館へ行くと，その事業で作った机や椅子があります，図書館に

もありますよね。 

先ほど「あずまや」という話が出てきましたが，そのあずまやに集まるお年

寄りのところへ，夏休み中に，子ども達が行って，「交流し」，「学んだ」，素晴

らしいことがあったという事例があります。 

例えば，公民館のどこでもいいから，そういう場所になるようなものを作る

ことはできないのですか。又，作ったものがあったら，そういうところに置か

せていただくことが出来る場所にできないのでしょうか。又，机や椅子等を持

ち出しなどは，可能でしょうか。 

【地域協働課】 

山本課長 

購入したものですと備品となり登録が必要になります。 

作ったものについては特にそこでだけではなく，地域から公民館にいただく

ものもありますし，公民館で製作したものを地域に還元するなど，市役所で活

用してくださいということもあるかもしれませんが，この「森と緑の市町の交

付金」については，全額，県からの交付金になります，その目的は，「子どもた

ちを中心に，緑にふれて，森林への理解を深めましょう」と，いうのがありま

すので，ただちに，「森と緑の市町の交付事業」を使って，できるかどうかは，

不明ではあります。 
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地域の活動拠点となる公民館ですので，地域との連携も含めて，今後は考え

ていかなければならないと思います。予算７万円の事業を 10 公民館で実施し

ていたのですが，来年度は，県産材を使った備品なども購入することも認めて

いただいています。公民館は，備品も潤沢にあるわけではございませんので，

こういったものを活用しながら施設整備につなげていきたいと考えています。

【文化ｽﾎﾟｰﾂ部】 

古川部長 

最近，学校の複合施設化ということが言われています。学校に老人も集える

ような場所をつくり，一緒に交流していくなど，縦割りではやっていけない時

代になってきました。地域の子どもと老人をどう交流させるか。学校は学校だ

けではなく，違う機能も入れてみて，当然，放課後子ども教室もそこへ入って

きたりします。さまざまな考え方が出てきています。 

例えば，新しく学校を建築する際とか，余裕教室が出てきた場合等，それら

も１つの検討材料として，参画できるところは一緒にさせていただけたら，文

化面等，一緒にやれれば充実したものになり，子どもと年配の方の交流も出来

てくると思います。まだハードルがありますので，すぐには難しいかと思って

います。 

【座長】 

井上委員 

 

ありがとうございます。 

田中委員 
「親なびワーク」といった，訪問型ワークショップのファシリテーターの

メンバーは変わられるのですか。ずっと同じ方がやってみえるのですか。 

【文化振興課】 

澤井課長 

同じ方がやっています。４人ほどみえますので，交代で行ってもらっていま

す。 

田中委員 

以前，「親なびワーク」を勧めたら，もう２年，３年実施したので，毎年一緒

で，兄弟で役をしてみえる方がいるので，「また同じなのでもういいわ」と，言

われたので，そのあたりどうなのかと思いました。 

【文化振興課】 

澤井課長 

「親なびワーク」の中に，いろいろなテーマがあり，たまたま同じだったのか

もしれません。内容についても時代に合うように作り直しています。 

田中委員 

住民主体の地域づくりの推進，公民館のところの質の高い地域づくりについ

てですが，幼稚園に勤めていて，学校教育だけでは厳しいというところを，公

民館活動をとおして，教育の充実が図られているということを実感してきまし

た。もっと進めていくには，どうすればいいのかと考えており，幼稚園・学校

と高齢者の施設とか，物はなくても既存のものを利用しながら何かしていく方

法。図書館，学校と幼稚園，社会教育分野と一緒に，子どもを育てていく基礎

をつくるためには，大事なことだと思っています。そのために，公民館に，人

が行きやすいようにするにはどうすればいいのかと，今，考えていました。 

【座長】 

井上委員 

たくさん人に来ていただくためには，一番は，情報発信の仕方だと思います。

「まなベル」の受講者がたくさん増えたのは，情報発信の仕方が変わったか，

口コミで伝わっていったかということがあるのではないでしょうか。 

「こんないいことをやっているのだけど，知らなかった」と，いうことが非

常に多いと思います。いろいろなことで情報発信の仕方を考えていかないと，
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「回覧を回しているからいい」とか「市報に載っているからいい」とかではな

く，やっぱり考えていかないと，せっかくいいことをしていても，来ていただ

く人が少なくなってしまうのではないでしょうか。 

田中委員 

図書館のところで，修理ボランティアの御案内を幼稚園のほうにも発送して

いただいてあり，その結果，声をあげて白子幼稚園に来てくださったというこ

とが分かりました。 

私も，そういうボランティアがあるということを最初知らなかったので，だ

からすごく助かっています。さらに，そのことだけに終わらず，他のことも「こ

れどう？あれどう？」と，言っていただきます。 

どこかで，そういう取組の紹介をさせていただけるといいなと思っていま

す。 

【図書館】 

北川館長 

行政が，修理ボランティアとか読み聞かせのボランティアの募集をするとき

には，必ず「広報すずか」に載せなければならないという考えがありますので，

広報には載せているのですが，たくさんの募集案内の中に，ぽつっと１つある

のでは埋もれてしまい，なかなか気がついてくださらないということがあると

思います。 

今年度の夏休み企画や，「不思議の国のアリス×鈴鹿市立図書館（体験型謎

解きイベント）」のことでも，目立つように，広報の一面を使って，冬のイベ

ントをどんと全てまとめて載せると，目にもつきやすくなり，夏休みのも今ま

でと違う写真を載せてもらったので，目立ってよかったと思います。 

情報発信の仕方１つによって，気がついてくださる人が，一人でも多くなる

のかなとすごく感じています。 

修理ボランティアの募集も今日の１０時から始まっているのですが，新しい

方が申し込こまれて，その方々が，参加していただいた際には，図書館だけで

なく，学校や幼稚園でも，修理をしていただくような，需要がありますよとい

うことをこちらのほうからもお願いしていきたいと思います。 

これから，図書館の事業については，情報発信に工夫していきたいと思いま

す。 

【座長】 

井上委員 

１の「自ら学び，広げる生涯学習活動の推進」というのは大変大事なことで

すけども，その中で「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」ということについて，どういうふうに，そういうことを把握し，

提供されるのか，もう少し具体的に教えていただけるとありがたいです。 

こういうことがやりたい，こういうこともやりたいというときに，どこへ行

ったらいいか分からない，どうしたらいいか分からないというときに，よく公

民館にもそういう方がいらっしゃるのですが，活動できるような学習情報や学

習機会を提供すると書いてございますが，具体的にどのように，学習情報や学

習機会を提供していくのでしょうか。 

【文化振興課】 

澤井課長 

それにつきまして，①と②に書いてありますが，主には，市民学習の「まな

ベル」やそういうものになりますし，それ以外にも，公民館でしているものも
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入っています。 

【座長】 

井上委員 

「まなベル」というのは，こちらが決めてこんなことやりますよというもの

ですよね。 

【文化振興課】 

澤井課長 

 

他からそういう情報が入ってきた時も，公民館に流すようにしています。 

【文化振興課】 

豊田ＧＬ 

今回機構改革の関係で，今まで公民館の部分が，生涯学習課（現：文化振興

課）にあったということもあるのですが，公民館の例えば，地域の学習情報な

ども全てホームページに載せて「いろんなことを公民館でもやっていますよ」

と，市民へ発信しています。「まなベル」も発信しています。又，個々の学習相

談というのもありまして，例えば，「こんなことを学習したいのですが，どこ

へ行ったらいいでしょうか」と，いう問い合わせも受けますので，そういった

場合は，案内しています。そういう学習のニーズに応じた相談事業や啓発事業

もさせていただいております。 

【文化ｽﾎﾟｰﾂ部】 

古川部長 

ちょっと分かりにくいのは，生涯学習課（現：文化振興課）と公民館の関係

がどうなるのかということになるかと思います。機構改革をするときに，個々

の公民館で取り組んでいただくことについては，それぞれの公民館事業の中で

やってください。 

それを市全体として，いろいろな方向性を決めていくものは生涯学習課（現：

文化振興課）が，全体の方針を決める中で，それについて，個々の公民館にお

願いすることも当然やっていかなければならない。ここは重複する部分があり

ます。どちらかというと，生涯学習課（現：文化振興課）は，それを市全体の

中でのコーディネート役をやっていくという立場で，こういうものを挙げさせ

ていただいています。具体的には，個々の公民館で取り組んでいただくことも

結構出てくると思います。そういう関係で，このような書き方にさせていただ

いています。 

【座長】 

井上委員 

どちらかというと地域協働課は，去年までの地域課で施設を管理していく，

何かするにしても，お金をとるという考えですし，去年までの生涯学習課，今

の文化振興課は，これは社会教育という部分で，市民に提供するという考えが

あるので，そのあたりが，まだぎくしゃくしている感じがします。当然，税収

が減っているのでなかなか難しいこともあると思います。 

【文化ｽﾎﾟｰﾂ部】 

古川部長 

それと，鈴鹿市は，「地域づくり」をやっていくというので，市長以下一丸と

なって取り組んでいます。拠点施設になるのが公民館になってきます。そうい

った関係で，公民館も今までの社会教育の範疇だけでなく，福祉とか，いろい

ろな幅の広いことを積極的に取り組んでいかなければなりません。地域課題を

どうしていくかという面で，取り組んでいただけるのではないかということ

で，地域協働課に公民館のことをお願いしたというのもあります。 

【座長】 

井上委員 

社会教育の中に，高齢者，準高齢者の文言が出てこないのですが，それは，

どこに入るのですか。高齢者，準高齢者の大きな範囲の社会教育という観点か
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らいって。青少年をどうこうするとか，家庭教育をどうこうするという文言は

ありますが，高齢者をどう社会教育基本計画 2023の中で，高齢者をどうしよ

うという文言が一言もないのですが，それは，どこに入るのでしょうか。 

【文化ｽﾎﾟｰﾂ部】 

古川部長 

高齢者自体も学習情報，学習機会この広い言葉のなかで当然そのジャンルの

１つとして高齢者の方が出てくるというのもありますし，市の場合，高齢者の

施策は何かと言った場合，高齢者に特化した部分は，担当の課もございます。

ただ，社会教育の中でやっていくのは，高齢者だけをとりあげて云々ではなく，

図書館の計画の中でも高齢者のことが出てきます。どちらかというと，これは

大きなくくりの中で作らせていただいています。より具体的な高齢者施策等も

個々の中で考えていきたいと思っています。 

【座長】 

井上委員 

会議の予定時間も迫ってきましたが，聞いておきたいということはあります

か。 

渥美委員 

生活学校は，この中で，青少年だけではなく，いろいろ人を対象，もしくは，

高年齢の方対象で，公民館で出前授業等をさせていただいています。この社会

教育団体には入っていないのですね。 

【文化振興課】 

豊田ＧＬ 

 

生活学校は，社会教育団体に準ずる団体として認識しています。 

渥美委員 

他の団体の方たちは，鈴鹿市 PTA 連合会，鈴鹿市子ども会連合会，鈴鹿市青

少年育成市民会議とか，青少年健全育成というふうに，まずは謳ってもらって

あるのですが，私たちは，ちょっと違うのかなと今まで思っていたのです。 

林委員 
 

でも，生活学校が進められていることは，社会教育なのではないですか。 

【文化振興課】 

豊田ＧＬ 

社会教育の定義は何か，ということだと思います。学校教育以外で，青少年

や成人を対象に進める教育活動を社会教育といいます。実は，青少年健全育成

という観点から，今までの生涯学習課（現：文化振興課）になりますが，青少

年健全育成を進めている社会教育関係団体，鈴鹿市子ども会連合会，鈴鹿市青

少年育成市民会議，青少年育成町民会議など，いろいろ青少年健全育成を進め

る社会教育関係団体について支援しています。     

鈴鹿市生活学校は，生活改善という観点から，成人を対象に，その学習活動

とか啓発活動をしてもらっておりますので，そういった部分では，青少年健全

育成をしている団体とは違いますが，社会教育関係団体に準ずると考えていま

す。担当もついて，いろいろ連携させていただいています。 

【座長】 

井上委員 

そうすると，今指定されている社会教育団体は，青少年健全育成に限定され

ているということですか。 

【文化振興課】 

豊田ＧＬ 

それと，もう１つは，社会教育の団体というのは，たくさんあります。 

それらを個々に支援することはできないので，市として支援させていただい

ているのは，市全体を網羅している団体又は，各地区に設立されている団体で，

青少年健全育成を進めている，鈴鹿市青少年育成市民会議，青少年育成町民会

議，鈴鹿市子ども会連合会，全国的な組織の日本ボーイスカウト鈴鹿地域協議
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会，ガールスカウト鈴鹿地区連絡会，鈴鹿ジュニアリーダー会，それと，市全

体で活動していただいている鈴鹿市生活学校を支援しています。 

青少年健全育成を進め，学習活動を継続的に，組織的にやっているところで

支援させていただいています。 

【座長】 

井上委員 

よろしいでしょうか。 

それでは，社会教育基本計画 2023（案）と平成 29 年度社会教育分野主要事

業（案）を了承していただけますでしょうか。 

委員全員 異議なし。 

【座長】 

井上委員 

 

了承されました。これで協議事項を終了します。 

 


