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平成２５年度 第１回社会教育委員会議録（要約） 

 

１ 日 時 平成２５年６月１９日（水）午後３時から 

２ 場 所 生駒市役所 ４０３・４０４会議室 

３ 出席者 

 （委 員）松田孝一委員（議長）・赤尾勝己委員（副議長）・池田健二委員 

伊藤嘉忠委員・柳田富恵委員・榮嶋享永委員・大原暁委員・ 

川崎ひろ子委員・金正知恵委員・島谷佳子委員・清水泰之委員 

平井冨久子委員 

 （事務局）西野生涯学習課長・中田スポーツ振興課長・向田図書館長・森図書

館南分館長・平澤図書館北分館長・錦生涯学習課課長補佐・吉川施

設管理係長・福山生涯学習係長・伊藤生涯学習課主査 

 （欠席者）米田惠美子委員・鉄東喬委員 

 

 （傍聴者）なし 

４議事内容 

１審議案件 

（１）平成２５年度版 施設年報・図書館年報（平成２４年度実績報告書）に

ついて 

（２）生駒市社会教育基本方針及び重点目標について 

（３）その他 

 

議  長   （挨拶） 

 

事 務 局    （新任委員の紹介） 

       平成２５年４月５日付校園長会の役員改選に伴い井上重樹委員

から委嘱交代があり、柳田富恵委員を紹介。 

１ 審議案件（１）平成２５年度版 施設年報・図書館年報（平成２４年度実

績報告書）について 

 

議  長   案件（１）平成２５年度版 施設年報・図書館年報（平成２４年

度実績報告）について、事務局から説明を求める。 

 

吉川係長    平成２５年度版生涯学習版施設年報（平成２４年度実績報告）説明 

 （施設概要と利用状況・事業の説明） 
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向田館長   平成２５年度図書館年報（平成２４年度実績報告）説明 

（施設概要と利用状況・事業の説明） 

中田課長    平成２５年度版社会体育施設年報（平成２４年度実績報告）説明 

  （施設概要と利用状況・事業の説明） 

 

議  長   以上の年報について事務局から説明があったが、この件について何か 

質問はあるか。 

 

赤尾委員   図書館年報の生駒市図書館資料収集方針の中に選書会議とあるが、メ 

ンバーと人数、また開催回数を教えてほしい。 

 

向田館長   児童書と成人書で分けています。児童書については原則本の内容を読

み、薦めたい本を買う方針です。実際は全ての出版物に目を通すこと

はできませんが、購入候補の本を取り寄せ、できるだけ多くの本に目

を通しています。選書会議は、市内図書館５館から各図書館１名参加

し月１回開催しています。 

成人書については、大人は趣味嗜好もあるので出版情報から幅広く選

んでいます。各図書館において地域の利用状況を念頭におき、週１回

検討しています。 

 

議  長   図書館ではインターネットの活用がだんだん増えてきたとあるが、今

後の予定はあるのか。 

 

向田館長   インターネット利用者に対し、いろいろなＰＲの一環としてツィッタ

ーにも力を入れています。昨年６月から開始し、今年３月まででフォ

ロワーが１４０人です。今年度末までには２４０人を目標にしており、

すでに約２００人のフォロワーがいます。ホームページ、ツィッター

等を情報発信で活用していきたいと思っています。 
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大原委員   駅前北口の図書館の開館時間は８時までとなっているが、７時５９分

に入館した場合の対応はどうするのか。 

 

向田館長   現在、本館のみ８時まで開館しています。７時５９分に入館されると

いう方はほとんどいませんが、利用者にはいろいろな事情もあります

ので、８時閉館の声かけはしていますが、状況に応じて少々のことな

ら対応しています。今度開館する図書室は、駅前ということで閉館間

際に駆け込む方が多い可能性もあります。そうなると、夜間の人員体

制、安全面のこともありますので、それに応じて対応をしていきたい

と思っております。大原委員は、もう少し長く開館してほしいと考え

ておられるのでしょうか。 

 

大原委員   その辺りは地域整備課や経済振興課と話し合いさせていただくこと

だが、図書館として利用者が本を読まれていて、閉館時間に出られな

いと困るのではないかと思った。 

 

向田館長   本館の場合は、８時１０分前から音楽を流し終了のお知らせをしてい

ます。大体の方は定時までにお帰りになります。駅前についても閉館

時間に出られないと確かに困るので、原則は定時までですが、予約本

を受け取るだけなど止むを得ない事情がある場合は、状況が許すなら

柔軟に運用していきたいと思っております。 

 

大原委員   コミセンは、５時で出るようになっている。 

 

西野課長   使用時間は、例えば５時までなどと時間区分があります。準備も片付

けも全て含めて使用時間内でご利用いただくようにお願いしていま

す。 
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議  長   生涯学習施設年報に関して、市の主催事業と指定管理者主催事業の２

本立てになっているが、この事業は市、あるいは指定管理者だという

事前の取決めはあったのか。 

 

福山係長   主として市で行う事業については、市民の発表の場であり、公募によ

る募集、市民団体による行事に絞り、それ以外の一般的なアーティス

トによるコンサート等はほとんどが指定管理者に委ねることとなり

ました。２４年度について、前半は全て従来どおり行事を行ってきま

したが、７月以降については事業の住み分けをしています。 

 

清水委員   体育施設年報のスポーツ振興基本計画の中に平成２１年度と平成 

３２年度の具体的な数値目標が書かれているが、２５年度は、この目

標から半分経っている。この時点での数字が延びているか減っている

か分かるのか。以前、小学生の体力問題で生駒ではどのようになって

いるのかこの会議で出た記憶がある。そのことを含めて、例えば週 

１回以上スポーツを行う子どもが平成２１年度には６４．２％、平成

３２年度には８０％にしたいという目標をかかげているようだが、平

成２５年度にはこの目標の達成状況はどうなのか。 

 

中田課長   これについては、平成２０年度に実施したアンケートをもとに基本目

標設定としています。毎年のアンケートが難しくそこまでは把握でき

ていません。ただ、それ以外のイベント参加者数や総合型クラブの利

用人数については、ある程度年度ごとに数字は入れています。しかし、

割合に関しては、アンケートを取らない限り難しい状況です。昨年度

３月にたけモニでアンケートを行いましたが、あまり変わらない数字

であったと思います。あくまでも、たけモニ登録者の解答であるため、

少人数であったので参考になるかどうか分からないため載せていま

せん。次回アンケートする時には、そのような数字を取っていきたい

と思っていますのでご理解ください。 
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２ 審議案件（２）平成２５年度生駒市社会教育基本方針及び重点目標について 

 

議  長    案件（２）平成２５年度生駒市社会教育基本方針及び重点目標 

について事務局から説明を求める。 

 

西野課長   平成２５年度生駒市社会教育基本方針及び重点目標の６項目につい

ての説明で、進捗状況については２４年度の実績を中心にさせていた

だきます。なお、実績や見込みを参考に平成２６年度の社会教育基本

方針及び重点目標の策定について後ほど協議いただきたいのでよろ

しくお願します。 

 

   所属ごとの説明。 

西野課長  （１）生涯学習の環境整備について 資料２-１（詳細説明） 

      （４）文化財保護について 資料２-１（詳細説明） 

      （５）青少年の健全育成について 資料２-１（詳細説明） 

 

吉川係長  （２）生涯学習施設の効率的な運営について 資料２-２（詳細説明） 

福山係長  （３）図書館の運営については、図書館年報で説明済みのため省略 

中田課長  （６）スポーツ振興について 資料２-１（詳細説明） 

 

議  長   以上の重点目標各種事業の進捗状況について事務局から説明があっ

たが、この件について何か質問があるか。 

 

池田委員   ・スポーツ振興について、去年より６割減少しているのは天候が影響

しているだけではない。子ども達は塾に行ったりするので減ってきて

いる。いつまでも少年ソフトボールを行うのではなく、時代に合った

ものにしていかなければならない。また、もっとＰＲしていかなけれ

ばこのままではなくなっていく気がする。 

       ・この資料一式を今日の会議で渡されて、質問がないかと言われても

頭がついていかない。せめて一週間前に、データをメールでも何でも
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いいので送ってもらっていたら目を通して質問することが判断でき

る。今後そのような対策をお願いしたい。 

       ・資料２－１生涯学習の参加者団体の減少も問題がある。生涯学習の

一員としてどんなメリットがあるのかと盛んに意見が出るが、何のメ

リットもない。小さいところはどんどん離れていく。時代にあった何

かに変えていかないといけない。各グループからメリットが分からな

いと、多くの意見を聞くのでＰＲしていただきたい。 

       ・現在青少年指導委員はたくさんおられる。２年任期と書いてあるが、

ＰＴＡは１年で変わり、現実にほとんど９割が変わっている。それな

ら１年で変えたらどうなのか。自治連合会を選ぶのは２年。毎年委嘱

会議を開き行っているが、もう少し考えてほしい。 

       ・文化財施設ふるさとミュージアムの指定管理者はもう決まっている

のか。 

 

西野課長   資料館ふるさとミュージアムの指定管理者は、３月の議会で可決し、

地域文化財研究所に決まっています。 

       青少年指導委員の委嘱の更新ですが、全員で１２４名、今回更新され

た方が約５０名程度おられました。２年が任期ですが、引き続き残り

の半数以上の方が継続して指導委員として活動していただいていま

す。学校関係の教職員の人事異動もあるため、市としては継続してい

ただきたいのですが、転勤などの事情で１年更新していただいている

ケースがあります。ＰＴＡについては、子どもが在籍という条件での

選出になるため、ＰＴＡ役員の交代や、卒業といったケースもありま

す。そういった点で２年間がどうしてもできない状況です。また、２

年が長いという意見と短いという両方の意見があります。委員の方の

中には、１年目には前年の方から引き継ぎ、内容を伺いながら活動し

ており自分の考えがなかなか浮かんでこないという理由で継続して

やっていだいている方もおられます。 

地域の方については、昨年６月に生駒市青少年指導委員会という組織

ができ、役員が８名おられます。ここを中心として２４年度の各中学
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校区の連携を図るため、合同の巡回指導を進めていただいています。 

       自主学習グループの減少との指摘ですが、現在１７３グループの登録

であり、ピーク時よりもかなり減少しています。追跡調査を行うと、

理由としては役員のなり手がない、体力的な問題等で解散している状

況もあります。自主学習グループの登録自体が減少していますが、生

涯学習の活動が減少していると結論づけるのはどうかと考えていま

す。自主学習グループ自体は、自主的に自らの力で自らの活動に参加

し、活動していくというのが本筋です。本来の生涯学習社会還元活動

の形で自主独立して自主学習グループから抜けても、グループは存続

し色々な活動に公共施設を利用していただいています。メリットがあ

るために入るのではなく、どのような活動を自主学習としていただく

か、地域の仲間づくり、活動していただくために集まっていく形にな

ります。なお、グループの登録についてはＰＲを頻繁に行い、できる

だけ多くグループ活動していただくようなＰＲをしていきたいと思

います。 

 

赤尾委員   自主学習グループの公開講座にはどのようなテーマのものが多いの

か。 

 

西野課長   以前は、ダンスであれば公開講座で一般市民の方を集めて一緒にダン

スを行うとか、手工芸を一緒にやるといったような活動が中心でした

が、一昨年から福祉施設等の公共の場に慰問という形で参加していた

だいています。その活動に対しても活動支援としての補助や広報・市

のホームページ等に掲載し活動を活発化していただくような支援を

させていただいています。 

 

議  長   資料を一週間前に送ることは可能か。 

 

西野課長   資料作成に時間がかかり、当日配布する形になってしまいました。で

きるだけ正確な数値を出したものを見ていただき、分析、検討してい
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ただきたかったためです。特に前年度実績比較であるとか、当該年度

の現状は最新をと考えてこのような結果となってしまいました。今後

は差し替えの可能性もあることを含めて、事前に資料として郵送でき

るものは遅くとも一週間前には送付させていただきたいと思います。 

 

議  長   議論しようとするなら、事前に資料が頭に入っているのが当然である。 

       できるものは、一週間前には各委員に送れるよう努力していただきた

い。よろしくお願いする。 

 

島谷委員   スポーツ種目に対しての希望だが、昨年から小学校・中学校の体育の

授業でダンスを取り入れたり、相撲、日本古来の柔道といったものを

増やしたりしているが、各学校の部活動にはない。そういったものを

奨励したり、際立った人の生の演技を見たりする場があれば、子ども

たちはそれに勤しんで体力増進にも繋がるのではないか。種目を増や

していただきたい。 

 

中田課長   今後、そのようなことも含めて考えていきます。 

 

議  長   スポーツの人数減少は、イベント内容等、ＰＲの仕方等、もう少し工

夫すべき点があるのではないかと指摘があったが、その辺りはどうな

のか。 

 

中田課長   ＰＲに努めて参りたい。体育祭は、８月末に水泳大会を予定している

ので若干増えるかと思われます。それ以外のものは、種目を検討して

いきたいと考えています。 

 

議  長   よろしくお願いする。 

 

清水委員   昨年も、青少年指導委員の件で発言したが、巡回指導が今の時代に合

っているのかどうかと思う。街の中を歩いて指導できるのか。全てに
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おいて時代の流れというのがあるので、それに向かった青少年指導の

あり方を考える時期にきているのではないか。私自身、指導委員が指

導している姿を自治会の祭り以外に見ることがない。サッカーワール

ドカップ決定戦の時、暴動があるのではないかと言われていた。だが、

警察の取り締まりが新しい感覚で若者を引きつけて暴動もなく鎮め

たのを見た時、青少年指導で取り締まるのではなく、互いに共感しな

がら子どもたちと共に育てていく巡回指導のあり方を考えていかな

いと、何回も繰り返していても指導できているのかと思う。青少年指

導委員だけではなく、全てにおいて新しい流れがあることを踏まえて

これからは社会教育を考えていく。前のことを踏襲していくのではな

く大胆に考えていく必要があるのではないか。 

 

西野課長   参考意見として、市の指導委員会議にかけていきたいと思います。 

       市の指導委員会議では各中学校区の年間報告を受けていますが、巡回

指導は登下校時だけではありません。例えば、北小学校では早朝又は

夜７時半から８時頃に見回りをしていただいています。校区により実

態に合わせた時間帯で活動されています。学校行事関係で、運動会や

マラソン大会の交通指導も行っていただいています。 

昨年、芸術会館付近で学生の喫煙かシンナー等の通報がありました。

その情報が一番早く青少年指導委員の方に入り、市を通じて学校関係

者に早速連絡を行いました。単なる巡回ではなく地域にアンテナを広

げていただき、情報収集したものを提供することが、生涯学習、ある

いは警察、学校、地域を含めた中での活動です。この点も含めて実態

としては、単なる巡回だけではないということを申し添えいたします。 

       

大原委員    施設事業報告の概要の収支決算書６,３２９,０００円が市に入るの

は初めから想定だが、ＪＴＢ南海が仕事を多くすれば儲かったのか。 

       歴史文化基金に一度入った人には再度通知はするのか。 

       指定管理者が管理した方が有意義に２５年度重点目標の生涯学習の

施設の効率的な運営についてというところで効率的に活用されるよ
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う、指定管理者と市の意思疎通に努めていきますとあるが、図書館長

の説明を聞いていると市が行っているほうがいい。一方では民間が行

っているほうがいいという意見も出ているが。 

 

錦課長補佐  歴史文化基金については、寄附金をいただいた個人の方と歴史文化愛

好者のため立ち上げをしました。生駒歴史文化友の会に入会いただい

た正会員には年間１，２００円の会費をいただき、ほとんどが歴史文

化基金に積立させていただきます。年会費であるため更新していただ

くことで継続していただくお願いをしています。 

 

大原委員   最初は出資金で、後の会費は通知がくるということか。 

 

錦課長補佐  年間であるため、有効期限が切れそうな方にはダイレクトに通知させ

ていただいています。 

 

西野課長   生涯学習施設の収益については、協定に基づいて収益が出たうちの 

       ６割は市に還元するという条件です。企業の努力も単に利用を増やす

だけでなく、維持管理経費でも切り詰められる範囲で努力していただ

いています。その結果として、指定管理者の収益にもなり市の収益に

もなります。 

       全て市に頼るとなると、維持管理、生産意欲も無くなることになりか

ねないため、その条件を当初の募集でインセンティブとして与えるよ

うに取り扱っています。 

 

向田館長   図書館は直営でさせていただいています。司書の仕事は、行政が行っ

てこそという部分が多いので力を入れているところです。短期間での

結果を求められ、営利を意識せざるを得ない指定管理者が、どこまで

中長期的な観点から運営できるかということはあります。例えば、ボ

ランティアについて言えば、生駒おはなしの会など養成から関わり２

０年以上の協力をいただいています。学校図書館司書は平成２３年度
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から生駒市全校配置となりました。学校を含めそういう方々との連携

など色々な意味で指定管理者にそぐわない部分もあるのではないか

と考えています。本・図書館という面で行政だからこそできる運営を

今後も行っていきたいと考えています。 

 

赤尾委員   今年４月佐賀県武雄市立中央図書館では、ツタヤが指定管理者となっ

た。そこでスターバックスなど飲食できる所があり、貸し出し冊数、

来館者数が増えたという実績がある。館長はどのように見ておられる

のか。 

 

向田館長   図書館界でも大変話題になっています。そのような形で民間だからこ

そできることもあります。これだけ話題を集めたことは見習いたい点

です。今まで図書館に関心がなかった方に来館していただけるような

工夫は考えていきたいと思っています。自己満足に陥らず色々なこと

を含めて行政だからこそのサービスを行っていきたいと考えていま

す。 

 

平井委員   生駒市の図書館は、各地を見ていても頑張っておられる。 

       図書館には、どのような司書がいるか、どのような本を選び置いてい

るかが一番大切なことである。指定管理者になると本の中身も変わっ

てくると思う。例えば、滋賀県のある図書館では、多少の料金はいる

が、ボランティアが運営するカフェコーナーがあり、少しくつろぐこ

とが出来る。建物の中での工夫しだいだと思う。その部分だけで指定

管理者がいいとは思えない。これからも図書館は、情報の中心として

市内に居てほしい、学校図書館司書配置も充実してきている。これも

図書館と学校の連携がうまくいっているからこそできることだと思

う。何よりも中身が大切なことなのでこれからも頑張ってほしいと思

っている。 
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大原委員   青少年指導委員の謝礼は、実働より多く支出されていることはないか。 

 

西野課長   青少年指導委員１２４名の巡回については、活動していただいた回数

に応じて交通費等を含めて１回１，０００円の謝礼を出させていただ

いています。 

       中学校区の巡回関係の活動経費は年間６万円としています。精算し、

残れば返却していただくとこになっていますので、その懸念はござい

ません。 

 

大原委員   ボランティアでしていただいていると思っているので。 

 

議  長   最近、ボランティアも完全無料ではない。必要経費の交通費を出すの

が普通になっている。１回１，０００円は適当な範囲ではないだろう

か。青少年指導委員について、学校の先生・ＰＴＡも中に入り青少年

の健全育成に取り組んでいるのが、いまの社会教育生涯学習の全国的

な流れである。多くの人たちを巻き込み、青少年問題に取り組んでい

く流れで私はいいと思う。ただ、もう少し効率よく行ってほしいとい

う意見、任期の意見も含め委員の方々の発言を考慮していただきたい。 

 

議  長   平成２６年度社会教育基本方針（案）策定にあたり事務局から説明を

求める。 

 

事 務 局    今回「平成２６年度社会教育基本方針及び重点目標」を作成にあたり、

松田議長と赤尾副議長と事務局が事前に協議し、「平成２５年度社会

教育基本方針及び重点目標」を参考にたたき台を作成し、委員の皆様

の意見を伺いたいと思っていますがいかがでしょうか。 

 

議  長   事務局から平成２６年度社会教育基本方針（案）策定について説明と

会議が２回となり効率よく、膨大な内容をこなしていくための提案が

あったが、いかがなものか。 
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委  員   （全出席委員賛成） 

 

議  長   異議がなければ、（案）を作成し、次回の会議で皆様に検討していた

だきたい。 

 

 （３）その他  

 

議  長   案件（３）その他について事務局から説明を求める。 

 

事 務 局   今年度社会教育研究大会に関しては以下の通りです。 

       第５５回全国社会教育研究大会（三重大会）１０月２３日（水）～ 

２５日（金） 

       平成２５年度近畿地区社会教育研究大会（和歌山大会）９月５日（金） 

       奈良県社会教育研究大会 資料届き次第お知らせします。 

       全国及び近畿地区の大会に参加していただける方は事務局まで連絡 

をお願いします。 

 

議  長   他に何かあるか。 

 

中田課長   民間施設の購入についての情報説明。（スポーツ施説所在図参照） 

 

西野課長   生駒市教育委員会活動点検評価報告書について、前年度の所管事務を 

対象に自己点検及び評価を行い、８月の定例教育委員会、９月の市議 

会で報告することになっています。次回の社会教育委員会議で報告さ 

せていただきます。 

 

議     長     次回の社会教育委員会議の日程は１２月１８日（水）１５：００から 

とする。 

       開催場所等については後日事務局から連絡していただく。 

       以上で第１回社会教育委員会議を終了する。  


