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平成２３年度 第２回社会教育委員会議会議録（要約筆記） 

 

１ 日 時 平成２３年１２月２１日（水）午後１時から 

２ 場 所 生駒市コミュニティセンター ４０２・４０３会議室 

３ 出席者 

 （委 員）松田孝一議長・赤尾勝己副議長・池田健二委員・奥田佳穂里委員 

川崎ひろ子委員・幸元淳子委員・清水泰之委員・栗原孝委員 

平井冨久子委員・堀内生嶺委員・島谷佳子委員・山田善久委員 

 （事務局）西野生涯学習課長・上埜施設管理課長兼中央公民館長・中田スポー

ツ振興課長・生田図書会館長・吉岡北コミュニティセンター館長 

長嶋芸術会館長・今野生涯学習課長補佐・向田副会館長・上田生涯

学習係長・伊藤主査 

 （欠席者）池田誠也委員・川崎裕平委員 

 （傍聴者）３名 

 

４ 案件 

（１）社会教育研究大会の報告について 

（２）平成２３年度（平成２２年度対象）生駒市教育委員会活動点検評価報告書

に関する今後の活動と方針について 

（３）平成２４年度社会教育基本方針及び重点目標（案）の策定について 

（４）その他 

 

松田議長   （開会の挨拶） 

 

事 務 局   本日の会議は、全委員の二分の一以上の出席があり、生駒市社会 

教育委員会議運営規則第３条第２項の規定により、成立したこと 

を報告する。また、「附属機関等の公開に関する基準」第２条に、 

附属機関の会議は原則公開で、社会教育委員会議についても、個 

人情報にかかるものを除き原則公開となっている。この会議の公 

開にあたっては平成２０年７月２８日にこの基準を適用するこ 

との承認を得ていることを報告する。 

 

事 務 局   会議の進行を松田議長にお願いする。 

 

（１）社会教育研究大会の報告について 

議  長   案件（１）の社会教育研究大会の報告について、事務局から説明 

を求める。 

 

事 務 局    （内容についての説明） 

       第５３回全国兼近畿地区社会教育研究大会京都大会は、台風１５号

接近のため、本市社会教育委員会議としては、９月２１日（水）の

全体会の参加を見合わせ、２２日（木）の分科会のみ参加、委員

から５名、事務局から２名が参加。 
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       第２３回奈良県社会教育研究大会は、台風１２号接近のため中止とな 

ったが、規模を縮小して来年２月１日に開催。現在３名出席を確認。 

集合時間、場所等 詳細説明 
 

 

（２）平成２３年度（平成２２年度対象）生駒市教育委員会活動点検評価報告書

に関する今後の活動と方針について  

議  長   案件（２）平成２３年度（平成２２年度対象）生駒市教育委員会

活動点検評価報告書に関する今後の活動と方針について、活動点

検評価報告書の概要と平成２３年度の進捗状況を事務局の各担

当者から説明を求める。 

 

西野課長   平成２３年度活動評価報告書の作成、重点施策のうち生涯学習部

が所管する概要、点検委員による評価を説明。 

       続いて、個々の評価項目ごとの今後の活動と方針を中心に担当課

から説明。 

 

今野課長補佐（１）生涯学習活動の推進    (詳細説明) 

         ・市民カレッジ事業・生涯学習推進連絡会事業 

・まちづくり人材バンク・自主学習グループが行う事業 

      （２）文化財保護         （詳細説明） 

      （３）青少年の健全育成     (詳細説明） 

      （４）高齢者教育の推進    （詳細説明） 

      （６）生涯学習施設での事業推進 (詳細説明) 

 

中田課長  （５）スポーツ振興事業     (詳細説明) 

 

上埜館長  （７）生涯学習施設の管理と運営 (詳細説明) 

                       

 

生田館長  （８）図書館         （詳細説明） 

 

議  長   各担当課から説明あったが質問等何かあるか。 

 

清水委員   前回の委員会で質問があった青少年指導委員の活動状況の件で  

       若干、私達の認識とズレがあるように思う。内容についてどのよ

うなことで評価しているのか。実施した行政の立場は分かるが、

対象者としての意見や経過等あまりもたれていない。 

例えば、青少年指導委員の健全育成について実施したことに対し、

活動結果としての人数は記載しているが内容が分からない。 

       図書館の利用者が増えるのはいいが使用者のモラルが悪い。だか
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らこそ、社会教育委員会議があるのかもしれない。会議室の使用

後の利用者側の反省として、机が指定の場所に戻っていなかった

り、飲食禁止でも飲食をしているので、椅子が汚れている。使用

する市民に対する社会教育、モラルの意識の徹底をどのように図

られているのか。意識の向上、変革を市民にも求めていかないと

権利の主張ばかりになり、モラル・義務が疎かになる。そのあた

りの社会教育の啓発がどのようになっていくのか疑問に思う。意

見を聞かせていただきたい。 

 

西野課長   青少年指導委員の皆さんに各中学校区ごとに巡回指導していた

だき、その報告を定期的に受けており、朝のあいさつ・帰りのあ

いさつの声かけをしていく中での子どもたちの反応や、地域によ

ってコンビニ等の店舗巡回で万引きが増加しているかどうか店

長に確認するなどの報告を受けている。また、危険防止の旗も損

耗している地域があり、更新して欲しい要望など巡回指導報告書

のなかで情報をいただいている。 

 

議  長   次の図書館に対しての利用者へのモラル向上、徹底のあり方をど

うしているのかの説明をお願いする。 

 

生田館長   椅子の汚れについては、午前から午後にかかる会議は食事を許可

しているためであり、汚れている椅子は、はずして整理するよう

に考えている。机・椅子が整理されていない件について、各部屋

に整理整頓するようにと机・椅子の数量等を表示し周知徹底して

いるつもりですが、守られていないことですので、窓口で許可す

る際に重ねて整理整頓を周知徹底していきたいと考えている。 

 

議  長   他に質問はあるか。 

 

赤尾副議長  小・中学生の運動能力が全国的に劣っているとの指摘であるが、

どのくらい劣っている現状なのか。 

       スポーツ振興事業としてこれからどのような事業を行っていこ

うと考えているのか。 

 

中田課長   小・中学生の体力低下は、スポーツする子どもとスポーツしない

子どもとの二極化がはっきり出ている。２０年に実施した市民の

アンケート調査の結果が顕著に出ているのが現状である。現在は、

親子で楽しめる事業やファミリースポーツのつどい、小学生スポ

ーツふれあいデー、軽スポーツの紹介ということで秋の体育祭の

時期にスポーツのきっかけ作りで行っている。小・中学生の体力

については、学校で体力テストを行っている。体力向上というこ

で学校で朝・夕の運動と各学校取り入れて色々な事業を行ってい

る。今後、どのようにすれば子どもの体力が増加、向上するのか
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考えて学校教育と連携していきたいと思っている。 

 

赤尾副議長  どのような運動能力、どのような部分が劣っているのか、データ

があればそれに基づいて説明を求める。 

 

中田課長   現在、手持ちにデータはないが、子どもが週 1回以上スポーツを

行うのは、平成２１年度 64.2％。それを平成３２年度には 80％

まで向上していきたいと考えている。 

 

（３）平成２４年度社会教育基本方針及び重点目標（案）の策定について 

議  長   案件（３）平成２４年度社会教育基本方針及び重点目標（案）に 

ついて事務局から説明を求める。 

 

事 務 局   平成２４年度社会教育基本方針及び重点目標（案）について基本 

的に平成２３年度の基本方針と変更ない。重点目標についての変 

更点は下線部で表示している。この重点目標の６項目について各 

担当から説明する。 

 

今野課長補佐  (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) 

       (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) 

 

生田館長   (３)図書館の運営について           (説明) 

 

中田課長   (６)スポーツ振興について         (説明) 

 

議  長   担当者から説明あったが何か質問等あるか。 

 

堀内委員   公民館、南・北コミュニティセンター等の施設を生涯学習施設と 

し、平成２４年７月からの指定管理者制度導入に向け、その準備 

を進めていきますとあるが、どの程度進んでいるのか。どのよう

に変化があるのか。現在の準備を進めている内容を公表できる範

囲内で教えていただきたい。  

        

上埜館長   指定管理者制度導入にすることによる変化は、基本的な使い勝手 

等については現在のもの以上である。例えば、開館日数・時間、 

使用料は現在の水準以上のものを条件に指定管理者の募集を行 

っている。 

これから提案が出てきているものを審査する。例えば、使用料等 

も条例の範囲内で使用料を引き下げるといった提案も出てくる 

かもしれない。それらを含め総合的判断をする。 
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堀内委員   指定管理者になりたい業者から色々提案されると思うが、良い条

件をまとめて報告していただきたい。いままでの条件より悪くな

らないことを守っていただきたい。 

 

議  長   要望等も含め、どこまで公表するか今の段階で無理かもしれな 

いが次回以降明らかにできる点があれば今の質問に答えるとい

ことでよいかと思う。他に質問はあるか。 

 

清水委員   平成２４年度社会教育基本方針案の中の用語であるが、「昨今の

少子高齢化社会の到来」とあるが、高齢化社会をどのような概念

で考えているのか。国連が定めた高齢化率からいうと、高齢化社

会はすでに終っており、14%となっている。すでに高齢社会にな

っているから少子高齢社会の文章にしてはいいのではないか。 

 

西野課長   高齢化社会、高齢社会、20％以上が超高齢化という表現が出てお

り、高齢化社会、高齢社会でも 14％のさらに上の 20％になって  

       いると思う。基本方針と重点目標については、委員の皆様方の意

見を頂戴し来年の３月に審議していただく場を設けたいと思っ

ている。それまでの間に、お気づきの点、その他も含め、意見を

取りまとめさせていただきたい。   

 

清水委員   生駒は、高齢化率が 21％になっているのではないか。20％を超え    

       ると超高齢。従って、市が出す文章として高齢化の「化」はいら 

ない方がふさわしいような気がする。 

 

議  長   国連が 7％で高齢化社会、14％超えると高齢社会、確かにそうだ

が、その数字を無視して超高齢化社会としている。「化」を取る

のかどうかは検討させていただきたい。 

       基本方針と重点目標はこの場で決定するのではなく、今年度もう

一度社会教育委員会議がある時まで、時間があるため委員の皆様

方に意見等を文章で提案していただき、最終３月に２４年度基本

方針、重点目標を決めることとなっている。 

 

山田委員   奈良は学力では全国でも上だというのは有名だと思う。施策はあ

るが、何をしているかわかりにくい。決まった事をやるかやらな

いかだけである。そのサイクルを見直して再度行なうということ

ができていないように思う。具体性がないので評価が分からない。 

 

幸元委員   山田委員の意見と関係するが、スポーツ振興に関しての説明がよ

くわからない。平成２２年度までの小中学生の体力が全国的に劣

っているということだが、その劣っている根拠が分からない。 

       根拠が示されなくて、平成２４年度では、５０％から８０％とい

う数値目標があがるのはわからない。総合性についてもう少し納
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得できるもので表現してもらうとわかりやすい。  

 

議  長   社会教育委員会議をどうするかという意見も含めて質問があっ

たが、社会教育委員会議は社会教育法で決められている。学校教

育や家庭教育と違い、一般の人も含め意見を取り入れて行われる

教育であるのが社会教育の基本理念である。従って、社会教育委

員会議で議論しながら社会教育を進めていくのである。運営に関

して、様々な意見を出してそれを前進させていくのが基本的な会

議のありかたである。 

色々な市町村があるなかで、生駒は生駒の特色を持って住民のニ

ーズに近づくような社会教育を進めていくのが一番よい。その代

表で来られている皆さんから色々な意見、発言が出ていいと思う。

先ほどのスポーツについて前年度と比較するデータがないので

はということだが、この場でなければ次回以降に説明していただ

ければいいことではないか。 

       指定管理者制度は、地方自治法の改正で決められたことで、公と

民において、民間でできることは民間にと大きな流れのなかで決

まっていることで全国的に進んでいる。生駒においてもそれを取

り入れていこうと議会の議決を経て進めている。 

       指摘があったように、民間であれば儲けがなければ行わないので

はないかという点は、指定管理者制度に変更していく中で危惧さ

れることなのである。社会教育関係者でこの制度について反対し

ている人はそうである。 

私達が日常で抱えている課題の中には人権、現代の平和問題、食

糧問題、人口問題等の現代的課題は、住民ニーズを必要とするの

ではなく、考えなければならない必要課題である。一般の人が、

図書館利用や公民館利用したいというのは要求課題である。この

必要課題は指定管理者制度になれば実施はしてくれないのでは

ないかと危惧される。しかし、現在考えている課題は、全てを民

間にゆだねるのではなく行政としておこなっていき、民間に対し

ても要求していく。そのような流れの中で、指定管理者制度が進

んでいると聞いている。 

何か意見を述べていただくのが民主主義の原則であるので、今後

とも述べていただきたい。 

 

西野課長   指定管理者制度の導入については、昨年度の社会教育委員会議に

おいて、指定管理者導入移行に対してのご意見を伺ったものをま

とめてご意見の結果を生駒市教育委員会へ提出し、９月の議会で

議決を受け指定管理者の募集要項を定め公募をおこなった。その

中の条件としては、市民の芸術文化の向上、福祉の増進、市民相

互の連帯感の育成などに関する提案を求めている。 

そして、現在４団体の応募があり１次選考が終わり、スケジュー

ルも要綱に掲載しているが、来年の２月頃に候補者を決定し、３
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月の議会で上程させていただき可決なれば７月から実施という

ような流れになっている。指定管理者については、単に経営上の

問題だけでなく生涯学習をどのように進めていくかを最低条件

とし、その中でのプロポーザル方式の提案に基づいてさせていた

だく。１次選考が終わり、２次選考の時に各提案者からのプレゼ

ンテーションをおこなう予定になっている。 

山田委員の意見で、方針・目標が机上のものではないかと受け取

ったのだが、これまで冒頭で述べました教育委員会活動点検報告

書が平成２０年度に改正があり２０年度７月に閣議決定し、２１

年度から点検報告が義務付けられ実施した。社会教育委員会議で

実際に具体的に諮らせていただくのは今回が初めてであり、点検

評価の中での分析を活動結果、事業実施した進捗に基づいて今後

どういった方針で事業施策を進めていくか、方針あるいは計画を

立てていくかを社会教育委員会議での意見を頂戴し、できるだけ

次年度に方針に基づいた事業施策を展開していかなければいけ

ない。３月の社会教育委員会議の開催時には、重点目標・方針に

基づく２４年度の事業計画案を、具体的に事業施策を展開させて

いくかを併せて報告させていただく予定をしている。委員の皆様

のいろんな意見を反映させていきたい。 

 

山田委員   指定管理者制度には賛成だが、なぜ民間でできることを市ができ

ないのか。営利の中で民間との違いは責任であると思う。実際行

っていく中での評価をきっちり出してほしい。 

 

赤尾副議長    次回の会議で平成２３年度の総括を行っていく。 

       山田委員の言われるように、平成２３年度として、何ができて、

何ができなかったのか、案を出すだけではだめだと思います。 

 

山田委員   ２、３ヶ月つめて行わないと、期間があくと議事録も分からなく

なる。 

 

赤尾副議長  行政にもサイクルがあるので無理である。 

 

議  長   色々な意見が出たが、取り入れていただける点は取り入れていた

だきたい。２４年度の社会教育基本方針と重点目標は、３月末に

最終的に決める。それまで意見等ありましたら提出をお願いする。 

 

 

（４）その他 

議  長    事務局からその他について説明を求める。 

 

事 務 局    平成２４年度社会教育基本方針と重点目標について、来年の 

1 月１３日頃までに意見等がありましたら事務局まで提出をお
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願いする。 

        現役員の皆様の任期が３月２５日までとなっており次回の会

議はこの日までに開催する予定をしている。３月２２日の木曜

日でいかがか。 

 

議  長    次回の社会教育委員会議を３月２２日の木曜日の午後１時か

ら３時で開催を予定。 

 

議  長    他になければ、以上を持ちまして、第２回社会教育委員会議を

終了とする。 

 


