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平成２８年度 第２回生駒市社会教育委員会議録（要約筆記） 

 

１ 日 時 平成２８年８月２日（火）午前１０時から 

２ 場 所 生駒ふるさとミュージアム 多目的室 

３ 出席者 

 （委 員）森岡伸枝委員（議長）・上西均委員（副議長）・安部敬二郎委員・池田健二委員・

大原暁委員・川口拓也委員・米田惠美子委員・近藤裕一委員・清水泰之委員・

中浦信悟委員・中田弘司委員・南部茂明委員・平井冨久子委員・森本照太郎委

員 

 

 （事務局）奥畑生涯学習部長・西野生涯学習課長・清水生涯学習課課長補佐・向田図書館

長・錦図書館南分館長・中谷図書館北分館長・平澤駅前図書室室長・西スポー

ツ振興課課長補佐・阪脇人権教育係長・村上生涯学習課員 

 

  

 （会議の公開・非公開） 公開 

 

 （傍聴者）なし 

 

４ 議事内容  

 

○ 審議案件（１）生駒市教育大綱アクションプランについて 

事務局から説明 
（質 疑） 

議 長   命に関する授業とはどういうものか。 
 
事務局   学校の授業の中で、命の大切さや、自尊感情を育む教育活動を展開するように

担当課が進めている。 
 

清水委員  教育大綱が示されたときに、人権としての視点が抜けているように思った。命

を大切にするというのは、全ての教育活動、社会教育活動の基本となるのでな

ので、どういう形でもいいので、組み込んでいただきたい。 
 

事務局   教育大綱には明確な言葉はないが、学校教育分野のアクションプランの中に、

取り込んでいくと思う。 
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清水委員  学校教育だけでなく、社会教育においても人権は大事である。生涯学習の分野

にも入れた方がよい。 
 
池田委員  本の宅配ボランティアは、生駒市全体で行っているのか。 
      「文化・伝統・芸術を通じた、より豊かなまちの実現」の中に音楽しかあがっ 

ていないが、囲碁・将棋など日本の伝統文化も検討しているか。 
 
事務局   本の宅配ボランティアは、平成２８年度の重点目標にもあり、生駒市全体で行

っている。 
 
事務局   伝統文化については、平成２８年度の事業で初開催の子ども将棋講座・生駒市 

長杯子ども将棋大会を実施している。平成２６年度からはジュニア・アート・ 
フェスタとして書道、俳句、短歌などで自己表現していただく機会を設けてい 
る。 
今回ご意見いただいたものを、平成２９年度の重点目標の参考にしたい。 

 
中浦委員  「文化・伝統・芸術を通じた、より豊かなまちの実現」の指標は、来場者数、

参加者数のみで考えているのか。 
 
事務局   「市民みんなで創る音楽祭」の指標は、現時点では人口の２％を目標としてい

る。今年度は初めての試みであるので、指標は参加者数等で設定している。ま

た平成２８年度の実績ベースで修正し、今後は指標についても内容などで設定

する必要があると考えている。 
 
中浦委員   市民吹奏楽団について、今後の運営方法などを教えてほしい。 

 
事務局    一般公募で７月末まで楽団員を募集し、運営主体は楽団員になる。必要な経費 

は楽団の団費で賄っていただき、市としては練習場所の提供をすることで支援 
する。平成２９年度は演奏会や音楽を通じた慰問活動などを実施していきたい。 
 

事務局   市民吹奏楽団の設立の経緯として、生駒市の小中学校は吹奏楽が盛んであるが、 
卒業すると活動の場がなくなるので、社会人の楽団を立ち上げることになった。 
公立の楽団であれば、市民の方が集まりやすく、音楽活動が盛り上がると期待

している。 
 

議 長   誰かを招致して演奏会などを開催するのではなく、市民の力を活用する方向に
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変わってきている。 
 
大原委員  教育大綱に協創となっているが、上手な演奏者だけの楽団とするのか、市民同

士が触れ合い、市民が集って楽しめる市民楽団とするのか。 
 

事務局   基本的に市民がどなたでも参加でき、楽しめる市民吹奏楽団を目指している。 
 
中浦委員  吹奏楽の指導はどのように進めていくのか。 
 
事務局   取りまとめ役は指揮者になる。現時点では、奈良県吹奏楽連盟の理事長に参画

していただく予定。そのほか小中学校の吹奏楽部の顧問の先生にも協力してい

ただいて運営を進めていく予定。 
 
事務局   全国の小中学校吹奏楽コンクールの審査等をされている方にも指導の協力依頼

をしている。 
 
中浦委員  生駒といえば茶筌であるが、茶筌に関わるイベントなどは考えているのか。 
 
事務局   例年、市民文化祭作品展で茶道協会にお茶席の開催を委託している。今年度は

中学校の茶道部がお点前を披露できるよう、芸術会館で開催される指定管理者

のイベントでお茶席を開催する予定。子どもたちに茶道のような伝統的なもの

に触れる機会を増やしていきたいと考えている。平成２９年度は国民文化祭が

奈良で開催されるので、その際にもそういう機会をつくることができればと考

えている。 
      
事務局   茶筌で言うと、茶道のお点前、茶道のいろはを子どもたちが触れる機会をつく 

り、茶道、生駒の茶筌が、今後の記憶に残るようにしたいと考えている。 
 
中浦委員  市役所で実施していた茶筌や茶道に触れ合うコーナーも廃止されたが、市を挙

げて茶筌を盛り上げることに力を入れてほしい。 
 
事務局   平成２９年度は茶道についても取り入れさせていただければと思う。 
 
大原委員  一つ提案だが、駅前図書室にある読書カフェでお抹茶をたてて飲んでもらうの

はどうか。 
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事務局   駅前図書室オープン時には、茶道協会に協力していただきお抹茶をふるまった。

また、茶筌でたてるコーヒーのイベントも行っているが、また今後検討してい

きたい。 
 
平井委員  生駒は茶筌の町といえども、全国的に知られていない。茶道の人口も減少して

いるので、まずは市民に茶筌が高山で作られていることを知ってもらいたい。

茶道を日常的に取り入れるのは、なかなか難しいと思うので、簡単に暮らしに

活用できる方法を考えていかないといけない。また、生駒では幼稚園、小中学

校で茶道体験を行っているようだが、このような一部の人だけでなく多くの人

に参加できるようなイベントを開催できればと思う。また、生駒市アンテナシ

ョップおちやせんに 1 店舗だけ茶筌を置いているが、他の店舗の茶筌は販売し

ないのか。 
 
大原委員  アンテナショップに入る店は、アンテナショップでの販売を希望していただけ

れば、出店は可能であるが、現時点で出店希望がない状況である。 
 

事務局   すでに市民文化祭やちびっこ文化祭などでお茶席や、お点前体験を開催し、茶

道に触れる機会を設けている。また、芸術協会連盟が主催の芸協展でもお茶席

を開催されている。 
 

中田委員  市子連のちびっこ文化祭では必ずお茶席を 500 席設けているが、500 席のお茶

を立てると茶筌がすぐに痛むので購入しようと思っても、高山の茶筌は値段が

高く手が出ない。お手頃な価格で購入できればと思う。 
また、今は、茶道の先生ではなく高山在住の方から指導を受けているが、作法

も難しいので茶道の先生について指導を受けた方がいいという意見も出ている

が、指導者がいない状態である。 
 
事務局   いろんな事業にお茶席を設けて開催しているが、PR 不足であると思うので、こ

れから、市民の方にもっと周知できるよう努力していく必要がある。 
 
安部委員  平成２８年度は、すでに始まっているのでアクションプランはこのまま進めて

いくことになると思うが、今後の教育大綱にローカル色を取り入れていくかど

うかから決める必要があると思うのだが、どのように考えているのか。 
 

事務局   教育大綱自体が生駒市の独自のものであり、独自性を出すというのが基本にな

る。今まで意見をいただきました伝統文化、茶筌などを加味したものになって
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いる。 
 
安部委員  伝統文化は重要であり、それに沿って教育大綱にも含まれているのだと思う。

まずは、教育大綱の根本をどうするか考え、整理してから意見を出し合った方

が建設的な話し合いができるのではないか。 
 
南部委員  平成２８年度はすでに決まっているので、平成２９年度に新しいものがあれば

反映できるように意見を出し合って提案していけばよい。 
 
事務局   平成２９年度のアクションプランにどういうものをあげるかという、ご提案、

ご意見をいただきたいと思っている。先ほど意見のあった「茶筌」についても

教育大綱に明記されているので、平成２９年度のアクションプランに反映する

ことは可能であり、出来る限り、今日の会議でいただいたご意見、ご提案を反

映できるように努力していく。 
 
議 長   生駒の伝統文化は茶筌であるということ、学校教育と郷土学習を連携させて進

め、PR も行ってほしい。 
 
中浦委員  「健康」「生きがい」「仲間」「まち」をつくるスポーツの発展は、今までの内容

と変わらないが、具体的に目指すものはあるのか。  
 
池田委員  高齢化が進んでいるので、誰でも手軽に楽しめる軽スポーツを今後どのように

支援して、周知していくのか。 
 
事務局   軽スポーツも組み込んで取り組んでいく予定。 
      障がい者スポーツの推進に関しても、平成２８年４月１日から障害者差別解消

法、奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例が制定

され、新たに進めていきたいと考えている。誰もが楽しめる健康ウォーキング、

自転車関連のイベント、トップアスリートとの連携事業など、展開する予定。 
 
事務局   既存の事業もたくさんあるが、平成２８年度のアクションプランは特に力を入

れるものをあげている。 
      障がい者スポーツに関しても、障がい者団体等にアンケートを行い、どのよう

なスポーツを取り入れればよいのか、どのように事業を行えばよいのかを調査

している。現在、スポーツ推進審議会におきまして、スポーツ振興基本計画後

期計画を策定中であるが、具体案がまとまりましたら、平成２９年度アクショ
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ンプランに具体案を示すことができると思う。 
      
中浦委員  特に力を入れているものというのであれば、総合型地域スポーツクラブの支援

方法をもっと具体的に示してほしい。 
 

南部委員  アクションプランの目標をもっと明確にした方がよい。事業を開催すれば参加

者はついてくるものだと思う。具体的な目標があれば説得力のあるプランにな

る。 
 
事務局   総合型地域スポーツクラブの会員数に関しては、生駒市には３団体あるが、３

団体が個々に活動していたので、今後は問題点などの情報を生駒市として共有

化し、その情報をもとに支援していきたいと考えている。 
 

事務局   総合型地域スポーツクラブのキャッチフレーズである「いつでも どこでも 

だれでも」というチラシやポスターでクラブの周知をしているが、なかなか会

員数が増加しないのが現状である。市のアンケート調査でも認知度は伸びてい

ない。地域のスポーツクラブの会員数が増えることによって、市民力も上がる

と考えているので、市でも支援に力を入れている。 
行政の力だけでは限りがあり、市民の力が必要になっている。総合型地域スポ

ーツクラブは自主的な地域のクラブであり、そのサポートをどのように行って

いくかが課題である。 
 
議 長   事務局からの意見で PR の戦略、ニーズの把握を示してほしいということだと

感じたがどうか。 
 
清水委員  これからのまちづくりは、行政からの提案だけではなく、市民から声を上げて

共感を得ることが重要になってくる。市民も意識改革していかなくてはならな

い。 
 
事務局   「すべての人が楽しく安心して成長できる機会の確保」の「ニート・ひきこもり

対策支援ネットワーク」の構築について事務局から説明。 
 
中浦委員  総数を把握するのは難しいと思うが、指標の人数はどのようにして決めたのか。 
 
事務局   1 人の方が何度も相談に来るケースもあり、長い目で見ないと単純に件数をあ

げることは難しいので、平成２７年度の実績をベースに相談人数を設定してい
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る。 
また、平成２８年度の実績ベースで、それ以降の指標は修正していく予定。 

 
事務局   総相談件数は年度をまたがって、複数回にわたって相談に来る人がいることも

あり、お一人の相談率もいろいろあるので、あえて件数はあげず、人数だけで

示した。 
 
中浦委員  ひきこもりなどの問題は、小・中学校に通学している間は、先生が関わってく

れる。卒業した後の若者は相談先などの情報を知るのが難しいと思うが、どの

ように周知していくのか。 
 
事務局   今年度、新たな試みとして、広報紙だけでなく自治体の掲示板に相談日の年間

日程表を掲示したところ、保護者や本人の目につき、飛躍的に相談件数が増加

した。その他、PR 方法があれば、提案していただきたい。 
 
近藤委員  子ども・若者が自立した社会生活を営むことができるようにとなっているが、

子どもが自立した社会生活というのは、具体的にどういうことを考えているの

か。 
      総合相談窓口（ワンストップ窓口）を設置して、子ども若者支援ネットワーク

の取りまとめを生涯学習課で行うのか。担当課に案内されるのであれば、たら

いまわしにはならないのか。 
 
事務局   子どもの年齢は児童福祉法では１８歳以下と定められているが、若者の対象は、 

１５歳から３９歳を表すことが多く、青少年に代えて子ども・若者という表現

にしている。（付記：０歳から４０歳未満。「子ども若者支援推進法」） 
ご指摘どおり、担当部署単一で相談業務を行っていると、たらいまわしという

状況が多々おこった。それをなくしていきたいという思いから、総合相談窓口

での支援を考えている。相談で重要なのが、第１回目の相談（聞き取り）にな

るので、相談員が悩みに適した相談箇所につなげるように関係部署や関係機関

である NPO 法人や奈良県の関係担当課、就労専門の NPO 法人や民生・児童委

員などの皆様に協力いただくことになる。 
 
大原委員  図書館、スポーツクラブなどもそうだが、窓口や NPO 法人などが多くあった

方がいいのか、取りまとめて一つの窓口にした方がいいのか。 
 

事務局   得意分野が個々に違うので、選択肢がたくさんある方がいいと考えている。そ
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れをいかに PR するか考えていく必要があると思っている。情報の多くは生涯

学習部に入ってはくるが、全てではないので、何らかの形で市民から提案をし

ていただく、逆に市からみなさんに提案させていただく、両者のパターンで様々

な施策を行うことが、今後、持続可能なまちづくりに必要なことだと考えてい

る。 
 
池田委員  何をするにも PR が重要になる、一つの事業をするとなるとものすごくエネル

ギーが必要になるので、主導役は市がする必要がある。 
 
清水委員  何事も共感を得るものでなければ成功しない。何かを行いたいと思っている人

が行動する方法と市が提案するという方法もある。今後、大きいウェイトを占

めるのは前者であると考えているが、どちらの方法でもいいと思っている。 
 
議 長   ニーズを把握して、それを活かしていかなければ社会教育は成り立たないので、

市民に社会教育の関心をもってもらう方法を考えていくのは、行政の役割のひ

とつになる。また、社会教育委員がどのように PR をしていくかも課題になっ

てくると思う。 
 
事務局   意見・提案があれば８月末までに提出を依頼。 
 
審議案件（２）平成２９年度「生駒市社会教育の重点目標」（案）について 
       事務局から説明。  
（質疑） 
清水委員  人権関連の項目を重点目標に入れた方がよい。 

平成２８年度の重点目標が原案になるのか、様式を変更することになるのか。 
 
事務局   アクションプランのような形にしてはどうか。 
 
中浦委員  平成２８年度重点目標の中身が、アクションプランからかなり抜けているがど

うなのか。 
 
事務局   アクションプランにはあげていないが、事業は実施するので、その報告は年報

などで行う。教育大綱に目標が掲げられており重複してしまうので、重点目標

には施策を中心にあげるというかたちではどうかと考えている。 
 
中浦委員  事業は存在するのに、生涯学習としての目標に事業が明記されているものがな
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いというのはどうかと思う。 
 
米田委員  毎年度、事業報告があった。事業計画をアクションプランに明記されていれば、 

今後のビジョンが明らかになり、情報発信をしやすくなると思う。 
 

事務局   重点目標は従来通りの形がわかりやすく、市民の方にも主旨が伝わりやすいと

いうことか。 
 
南部委員  従来の重点目標は、抽象的でわかりにくい。アクションプランであれば、具体

的な内容が記載されているのでわかりやすい。 
 
清水委員  アクションプランとは別に重点目標は作成する必要があると思う。 
 
近藤委員  目標とアクションプランの二本立てではどうか。 
 
議 長   重点目標を作成し、アクションプランなり実施計画を作成するということでど

うか。 
 

事務局   目標はアクションプランと同様な表形式でまとめる方向で検討していきたい。 
 
議 長   教育大綱は、わかりやすいという委員全員の意見だったので、教育大綱を利用

し、内容が重複しても構わないので、目標と事業計画を作成するというのでど

うか。 
 
全委員  了 承 
 
審議案件（３）その他 
議 長  「その他」として事務局から何かありますか。 
 
事務局  審議案件について、何かご意見やご提案があれば８月３１日までにメールなどで

提出を依頼。 
     平成２９年度「生駒市社会教育の重点目標」については、案の作成ができ次第、

次回会議を開催する旨の了承を得る。 
     第１回会議の会議録については、修正等がなくホームページで公開することで了

承。 
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議 長  昨年から、会議が始まる３０分前に各団体の活動について紹介していただく自由

参加のワーキンググループを開催しており、今年度も開催したいと思っているの

で委員の皆さんにぜひ参加していただきたい。 
 
   閉  会 
 


