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平成２６年度 第１回社会教育委員会議録（要約） 

 

１ 日 時 平成２６年７月３日（木）午後３時から 

２ 場 所 生駒市役所 ４０１・４０２会議室 

３ 出席者 

 （委 員）森岡伸枝委員（議長）・本田善藤委員（副議長）・大原暁委員・ 

米田惠美子委員・島谷佳子委員・清水泰之委員・中田弘司委員・ 

南部茂明委員・平井冨久子委員・堀内生嶺委員・松下優衣委員 

 （事務局）早川教育長・影林生涯学習部長・西野生涯学習課長・錦生涯学習課

課長補佐・中田スポーツ振興課長・黒松スポーツ振興課課長補佐・

向田図書館長・古里図書副館長・中谷図書館南分館長・平澤図書館

北分館長・玉田人権施策課人権教育係長・福山生涯学習係長・城戸

生涯学習課 

 （欠席者）池田健二委員・鉄東喬委員 

 （傍聴者）なし 

 

４議事内容 

１審議案件 

（１）議長・副議長の選出について 

（２）社会教育委員会議の業務について 

（３）平成２６年度版 施設年報、図書館年報、体育施設年報について 

（実績報告） 

（４）平成２６年度生駒市社会教育基本方針及び重点目標進捗状況について 

（５）その他 

 

議  長   （挨拶） 
 

事 務 局   （新任委員の紹介） 

       （事務局の紹介) 

 

１ 審議案件（１）議長・副議長の選出について 

       議長、副議長選出まで事務局で議事進行する。 

       全会一致で、議長は森岡伸枝委員、副議長は本田善藤委員に決定。 

 

１ 審議案件（２）社会教育委員会儀の業務について 

 

議  長   森岡伸枝議長挨拶 

案件（２）社会教育委員会議の業務について事務局から説明を求

める。 

 

事 務 局   詳細説明 

 

議  長   平成２６年度「生駒市社会教育基本方針及び重点目標」をそれぞ
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れご覧いただき質問はあるか。 

 

清水委員   この重点目標はもう決まっているのか。変更は可能なのか。 

 

事 務 局   ２６年度についてはこの内容で決まっています。 

 

清水委員   重点目標の社会教育における法的背景と現状等についての中で、昨今 

の少子高齢社会の到来と、長引く景気低迷のくだりがあるが、アベノ 

ミクスで景気回復のきざしが見えてきた現状とこの表現は、かけはな 

れているのではないか。だから、そういうきざしが見えてきたが、景 

気が低迷しているのだという表現の方が今の時代に合っていると思 

う。 

それから、図書館運営についての中で、平成２６年春に（仮）生駒駅 

前図書室を開室しと書いてあるが、もう正式に開室したわけだから、 

例えば、平成２６年４月に開室した生駒駅前図書室という正式な名前 

を書いたら良いと思う。もう、仮ではないと思う。 

 

議  長   ２点話があったが、いかがか。 

 

西野課長   平成２６年度の基本方針及び重点目標につきましては、平成２５年度

の２月に変更して、社会教育委員会議で決定していただいたことです。

この時点では、駅前図書室も仮称になっております。それから、社会

教育における法的背景と現状等につきましても、この２月の社会教育

委員会議で承認していただいた形ですので、２６年度はこのままです。 

この審議案件につきましては、（４）平成２６年度生駒市社会教育基

本方針及び重点目標進捗状況についてというところで、詳細に説明さ

せていただこうと思います。冒頭で話があったように、２７年度の基

本方針と重点目標の作成に当たっての参考にさせていただくために、

今回資料を添付していますのでお願いします。 

 

議  長   それでは、タイムリーに反映するのは難しいと思うので、平成 

２７年度に文章を反映するということでよろしいか。 

 

委員一同   承諾 

 

議  長   他に質問はあるか。後からでも質問を受け付ける。 

 

 １ 審議案件（３）平成２６年度版 施設年報、図書館年報、体育施設年報に

ついて（実績報告） 

 

議  長   案件（３）平成２６年度版 施設年報、図書館年報、体育施設年

報について（実績報告）、各施設の概要と状況等を各担当者から

説明を求める。 
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西野課長   資料２ 生駒市生涯学習施設年報 平成２６年版（平成２５年度実 

績）説明（施設概要と利用状況・事業の説明） 

 

向田館長   資料３ 生駒市図書館年報 平成２６年版（平成２５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   資料 ４生駒市社会体育施設年報 平成２６年版（平成２５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。 

 

島谷委員   リベラルコンサートの定員が１２０名ではなく、３６０名だと思う。 

 

西野課長   収容人数としてはご指摘どおり３６０名だと思いますが、見込みの定

員数を１２０名として載せていたと思います。この点につきましては、

再度調べさせていただきます。入場者数については累計の数値を拾っ

ていますので、出演された方も含むと定員数よりも相当多いと思いま

す。もし、修正という形になりましたら、次回の会議までに確認した

いと思いますので、お願いします。 

 

堀内委員   せせらぎホールは、定員がそんなに多く入れる場所ではない。リベラ

ルのパンフレットは少し目を通させていただいたが、累計であろうと、

１８４３人も入れるわけがないと思う。せせらぎの小さいホールでさ

れているわけだから、累計でもそれくらい入るなら、たけまるホール

を使うはずだ。数字の誤差だと思うので、来年度から訂正してもらっ

たら良いと思う。 

 

西野課長   次回までに確認して修正したいと思います。 

 

 １ 審議案件（４）平成２６年度生駒市社会教育基本方針及び重点目標進捗状

況について 

 

議  長   案件（４）平成２６年度生駒市社会教育基本方針及び重点目標進

捗状況について事務局から説明を求める。 

 

錦課長補佐  資料５ 平成２６年度「生駒市社会教育委員基本方針及び重点目

標」詳細説明 

（１）生涯学習の環境整備について説明 

（２）生涯学習施設の効率的な運営について説明 

 

向田館長   （３）図書館の運営について説明 
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堀内委員   図書会館より駅前図書室の方がにぎわっているのか。 

 

向田館長   有難いことに貸し出し人数では、５月の１ヶ月間では本館を上回りま

した。本館は５時まで、駅前図書室は８時までという違いはあります

が、貸出人数は、本館が９，５５０人、駅前図書室が１１，５０３人

でした。貸出冊数では、平均一人当たり本館が２．９冊、駅前図書室

が２．３冊となっておりますが、これは、駅前図書室は便利なので沢

山借りなくても、何度も足を運ばれるからではないかと思います。こ

のように、駅前図書室は非常に好評をいただいております。 

 

堀内委員   開室して成功したのか。 

 

向田館長   私達は成功したと考えています。 

 

錦課長補佐  （４）文化財保護について説明 

       （５）青少年の健全育成について説明 

 

中田課長   （６）スポーツ振興について説明 

 

議  長   平成２６年度生駒市社会教育基本方針及び重点目標についての進捗

状況の説明があったが、何か意見はあるか。 

 

南部委員   ９ページの（５）放課後子ども教室の開催で、安全確保を最優先に事

業を実施とあるが、具体的な内容は？ 

 

西野課長   放課後子ども教室につきましては、文部科学省が推進している事業で 

週１回放課後に子どもたちを集め、子どもたちの居場所作りをしてい

ます。子どもたちが集まって学習する際の補助や遊びの手助けをする

という事業です。厚生労働省で開設しているのは学童保育ですが、そ

れとは別の文部科学省の事業です。生駒市では３箇所で実施しており、

子どもたちが集まって遊んだり学習したりする場を提供しています。 

 

南部委員   この事業の主体は学校の先生なのか、市役所なのか。 

 

西野課長   事業の主体は、市教育委員会でございます。運営はボランティアグル 

ープの「宙
ちゅう

」で、子どもたちの活動をサポートする団体です。 

 

南部委員   ボランティア活動の援助を市が行っていると考えたら良いのか。 

 

西野課長   はい。おっしゃるとおりです。 

議  長   先ほど学童保育とは別の施策と聞いたが、子どもにとっては別の物と

感じているのか。 
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西野課長   放課後子ども教室は週１回ですが、学童保育については基本的に学校

が終わってから毎日です。重複している子どもさんもいます。学童保

育に入所していて、１週間に１回だけ放課後子ども教室にも参加し、

終わり次第学童保育に戻る子どもさんもいます。その際、学校内での

移動についても安全面に配慮しています。放課後子ども教室の指導員

さんや学校と連携し、急に放課後子ども教室が休室になった場合もす

ぐに保護者に連絡を入れるなどの対策を取り、安全を最優先してこの

事業を進めています。 

 

議  長   資料５ですが、次年度も重点目標６項目で良いか。 

 

各 委 員   異議なし 

 

議  長   それでは、平成２７年度の生駒市社会教育基本方針及び重点目標（案）

については、正副議長と事務局で素案を作成して、次回２回目の会議

で検討したいと思う。 

 

 １ 審議案件（５）その他 

 

議  長   案件（５）その他について事務局から説明を求める。 

 

中田課長   スポーツ振興課から北大和グラウンド等の売却について説明 

 

事 務 局   委員の委嘱に関しての書類の手続きにご協力をお願いします。 

社会教育研究大会に関しては以下の通りです。 

       全国社会教育研究大会（徳島大会）１０月２２日（水）～２４日（金） 

       近畿地区社会教育研究大会（大阪大会）９月１２日（金） 

       近畿地区・奈良県社会教育研究大会 未定 

 

清水委員   去年三重で開催された大会に出席し、反省会でも言ったと思うが、分

科会のみならず、全大会への参加の予算を、今年は宿泊費も込みで取

ってあるか。 

 

福山係長   人数に限りはありますが、宿泊費の予算も計上しております。今年は

徳島で、宿泊無しで行けるところではありません。予算の人数には限

りがありますので、出欠の確認後連絡させていただきます。ご了承い

ただきますようお願いします。 

 

南部委員   大阪で行われる近畿地区社会教育研究大会の出席率はどれくらいか。 

 

福山係長   半数くらいの出席率です。 
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大原委員   駅前図書室を開室して良かったという話だが、事務局としてどのよう

に効果的だと考えているのか。ふるさとミュージアムも今年開館した

が、この２つの新しい施設についての評価を聞きたい。それから、コ

ミュニティセンターの稼働率が50％で他の施設の稼働率が20％だが、

もっともっとこのような施設を増やしたいという委員さんもいらっ

しゃる中で、この稼働率についてはどのように考えているか。 

 

向田館長   生駒駅前図書室について報告させていただきます。３階にベルグルメ

として飲食店が入っていて、４階がメディカル関係、１・２階は吹き

抜けで近商が入っています。その建物の５階ということで、駅前図書

室だけでなく、ベルテラス全体としてかなり人を呼び込んでいると思

っています。図書室に来たついでに買い物をしたり、食事をしたり、

その逆であったりとお互いに相乗効果があると考えます。また、ベル

テラスでイデアさんがされたイベントを図書室にいた学生が見に行

くなど、いろんな相乗効果が生まれています。 

絵本の部屋には、乳幼児連れの若いおしゃれなお母さん、お父さん

が沢山来ていらっしゃいますし、年配の方も朝からコーヒーを飲み

ながら読書をされるなど、平日・休日・夜間といろんな層の方がい

ろんな利用の仕方をされています。そういう意味でも最初に考えて

いた多世代が集う新たなにぎわいを創出する図書室として成功して

いると言えると思います。 

 

西野課長   まず、ふるさとミュージアムについてですが、やはり当初よりも利用 

の集客が若干落ちているような状況を受けています。それに伴いまし 

て、指定管理者とも協議をさせていただきまして、指定管理で様々な 

企画を検討してもらっています。生駒学講座・考古学講座といった講 

座を広めていき、対象を子どもたちにも広げ、子ども学芸員になって

いただくような子どもたちを増やしていき、集客を増やしていこうと

いう検討もしていただいています。まだ、２月に開館したばかりです

ので、本格的な事業は２６年度に入ってからと考えています。 

特に子どもたち対象は、この７月以降の夏休みを活用して出来るだけ 

沢山の集客を目指しています。 

コミュニティセンターについてですが、どこの施設でも一緒なのです 

が、たけまるホールでも夜間の使用は低い状況です。利用実績・稼働

率を上げるために、生涯学習施設の指定管理者とも協議しおり、夜間

の事業を検討していただいています。やはり、部屋によっても利用の

ばらつきがあり、たけまるホールの小ホールなら、昼間の利用頻度が

高いなど、利用される方は目的に応じて部屋を選ばれますので、どう

してもそういったばらつきが出るのではないかと考えています。生涯

学習施設の指定管理者も、色々な講座を実施し、もっと貸館をご利用

いただけるような形で、今後も進めていきたいと考えておられます。 

 

大原委員   コミュニティセンターの使用は40％なので、まだまだ利用価値がある 



 7 

ということか。 

 

西野課長   コミュニティセンターにおいては、地理的にも利便性の高いところに

ありますので、活用についてはこれからまだまだ「伸びしろ」がある

と思っています。 

 

島谷委員   スポーツセンターについて、保護者としては素敵な施設ができるのは

良いが、駅からの高山大橋までの動線についてどう考えているのか聞

きたい。 

 

中田課長   スポーツセンターへの動線は、ほとんどの方が車で行かれると思いま

すが、高齢者や子どもさんにつきましては、今の路線バスを土日祝だ

け、スポーツセンターまで延長を検討しています。 

 

島谷委員   それはどこから出ているバスか。 

 

中田課長   学研北生駒駅から出ているバスです。このバスは最初富雄駅から出て

いますので、富雄駅からスポーツセンターまでの運行になる予定です。 

 

清水委員   生駒ふるさとミュージアムの入館者が減ってきていると言っていた

が、小学生の団体が郷土学習に来たということはあるのか。 

 

錦課長補佐  学校の授業に活用していただく予定です。２学期以降、各学校から４

年生に来ていただくよう話を進めています。1学期においては、すで

にカリキュラムが決められていましたので、まだ実施しておりませ

ん。 

 

清水委員   学校によっては、２年生か３年生に生駒の郷土について話をしてほし 

いという依頼が沢山来ているらしい。だから、そういうところとタイ 

アップされたら良いと思う。生駒に立派な施設ができたのだから、そ 

こに行って、自分のふるさとを学ぶというのは教育活動においても非 

常に大事だと思う。そういう意味で、今日も校長先生が来ておられる 

ので、学校とタイアップして積極的にここを利用すべきだと思う。学 

校が積極的にそこを利用するようなカリキュラムを作るということ 

を教育委員会から提言することが大事だと思う。 

 

本田委員   教育委員会から校長会等を通じてミュージアムの開館の通知があっ 

た。特に、小学生にその施設を見てもらうことで生駒の歴史を再認

識してもらえるよう利用してほしいという話だった。そのために、

教育委員会も色々な支援をすると聞いている。だから、小学校でも

学校別に時期も考え、卒業するまでには利用できるようにすると把

握している。 
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平井委員   私は個人的にその施設でボランティアをしている。どこの学校かは分 

       からないが、１クラスが勾玉つくりに来ていた。勾玉つくりは１時間 

       もあればできる。昔の蠟石を削って勾玉の形を作り、穴に紐を通して 

完成する。半分がそれを作り、残り半分が館内を説明してもらって

いた。 

 

清水委員   今後の利用に期待している。 

 

堀内委員   教育委員会から学校にミュージアムを利用してもらうよう発信すべ 

きだ。学校長への働きかけが必要だ。 

 

影林部長   年度当初に教育総務部と生涯学習部・環境経済部で話し合いをしまし 

た。各小学校、卒業するまでに一度は訪ねるという話で、遠方の小学 

校はバスの予算も検討しています。もうひとつは、ミュージアムを拠 

点としたフィルードワークということで、観光ボランティアの方にも 

来ていただいて、実際に遺跡のあるところに行って、話を聞き、体験 

をしてもらえるよう各部連携して事業をしていこうと意志は統一し 

ています。ご期待に沿えるように頑張りたいと思います。 

 

清水委員   郷土学習する学年で行くようにしたら良い。カリキュラムを変更する 

ことはできないが、要請はできると思う。 

 

堀内委員   一般の生徒は、教育委員会や学校の先生の指導の下参加するようにな 

ると思うが、現在、私の周りの大人でも行ったことがないという人が 

ほとんどだ。工事をしていたことさえ知らない市民も多い。やはり、 

広報等でのPRがもっと必要だ。 

 

西野課長   広報関係につきましては、指定管理者でホームページを開設していた

だいています。それから、市の広報で、事業関係・講座・子ども学芸

員の募集の機会に広報掲載をしています。後、学校の方でチラシを配

布していただいたりしていますので、是非、委員の皆様方も機会があ

れば、お立ち寄りいただいて、他の市民の方々に広げていただけたら

有り難いと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   平成２６年２月開館だから、まだ浸透するには時間もかかるだろう。

学習指導要領では、郷土を愛するということ、伝統を重んじる、体験

というキーワードを学校では重点化していくので、その波にのるのに、

ミュージアムはぴったりだと思う。 

 

平井委員   私の知る限りですが、夏休みにお話の会から生駒の民話の話をする機

会が何回かあり、これも広報に載せていました。又、夏休みにミュー

ジアムに親しみを持っていただくような講座も検討されているとい

うことで、これから入館者は増えていくと思います。後、学校の図書
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室にもミュージアムのポスター等を貼っていただいて、子どもの目に

もっと触れたら良いと思う。 

 

福山係長   次に、次回社会教育委員会議の日程を決めたいと思います。１月下旬

から２月中旬で考えておりまして、まだ、先のことですが、候補日は

１月２９日（木）、２月１９日（木）なのですが、ご都合の悪い方は

いらっしゃいますでしょうか。それでは、こちらで協議しどちらか決

定し、連絡させていただきますので、お願いします。 

 

議  長   他に質問はあるか。 

 

平井委員   個人的な感想ですが、商工会議所の方がいらっしゃるので、話をしま

す。ベルテラスのアンテナショップを楽しみにしていたのですが、細

長いお店で入口が狭くて入りにくいと思う。横側から入口は作れない

のか。 

 

大原委員   市から委託を受けて運営しているので、場所はあの場所を指定された

形である。おっしゃるように入口が狭くて車いすが入れないという意

見もある。入口は動かせないが、今言っていただいたように、もう少

しにぎやかに入りやすいように検討しないといけないと思う。 

 

向田館長   図書室ともタイアップさせていただきたいと考えています。 

 

 

米田委員   先ほど話しに出ていた放課後子ども教室で気になっている点がある。

資料６P９の表の数値について疑問がある。市民ニーズ等も勘案しな

がら楽しく充実した事業の実施にはかけ離れている数字に思える。 

 

西野課長   参加児童数というのは、３校合わせた登録数の合計です。延べ参加人

数につきましては、年間の99回の累計人数です。空き教室或いは空き

スペースを使って開設させていただいており、学校行事が優先ですの

で、開設が月曜日の学校もあり、ハッピーマンデー（振替休日）に当

たることも多くあります。また、休み明けの子どもの参加数が低いと

いう学校もありますので、学校によって人数のばらつきもあり、参加

人数の少ない学校もあります。 

 

米田委員   ボランティアの方が応援してくださっているとの事なので、ボランテ

ィアの方にも気の毒な数だと思う。少し検討すべきことではないかと

思う。 

 

西野課長   年間での放課後子ども教室の運営について、２学期始めか年度末に懇

話会を実施させていただいています。その委員さんにはPTAの方や学
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校から校長先生・教頭先生も出ていただいていますので、今ご指摘い

ただいたご意見につきまして報告のうえ、検討したいと思います。 

 

議  長   他にないか。ないようでしたら、以上で第１回社会教育委員会議を終

了する。  

 


