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平成２４年度 第２回社会教育委員会議会議録（要約） 

 

１ 日 時 平成２４年１２月１９日（水）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）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・井上重樹委員・榮嶋享永委員・大原暁委員・ 

川崎ひろ子委員・金正知恵委員・米田惠美子委員・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・上埜施設管理課長・中田スポーツ振興課長 

向田図書館長・森図書南分館長・平澤図書北分館長・錦生涯学習課

長補佐・上田生涯学習係長・伊藤生涯学習課主査・玉田人権教育係

長 

 （欠席者）鉄東喬委員 

 （傍聴者）なし  

 

４ 議事内容 

 審議案件 

（１）近畿地区・奈良県社会教育研究大会等の報告について 

（２）平成２４年度（平成２３年度対象）生駒市教育委員会活動点検評価報告

について（資料１） 

（３）平成２４年度重点目標についての各種事業の進捗状況について（資料２） 

（４）生涯学習施設に関する指定管理者による管理運営の現状について 

 (５) 平成２５年度社会教育基本方針及び重点目標（案）について（資料３） 

（６）平成２５年度事業・施策について（資料４） 

（７）その他 

 

 審議案件（１）近畿地区・奈良県社会教育研究大会等の報告について 

 

議  長   案件（１）近畿地区・奈良県社会教育研究大会等の報告について

事務局から説明を求める。 

 

事 務 局   （内容について詳細説明） 

平成２４年度近畿地区社会教育研究大会が、９月７日（金）に兵庫

県神戸ポートピアホテルで開催。委員６名と事務局２名が参加。 

 第２４回奈良県社会教育研究大会が、９月２５日（火）に奈良県

かしはら万葉ホールで開催。５名の委員が参加。 

        第４４回奈良県社会教育学校が、７月２６日（木）に開催。 

２名の委員が参加。  
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 審議案件（２）平成２４年度（平成２３年度対象）生駒市教育委員会活動点検 

評価報告について 

 

議  長   案件（２）平成２４年度（平成２３年度対象）生駒市教育委員会

活動点検評価報告について活動点検評価報告書の概要を事務局

から説明を求める。 

 

錦課長補佐  平成２４年度活動点検評価報告書の重点施策のうち生涯学習部 

       が所管する概要、点検評価委員による評価を説明。 

       生涯学習部の評価項目の詳細については、報告書参照。 

 

 審議案件（３）平成２４年度重点目標についての各種事業の進捗状況について 

 

議  長   案件（３）平成２４年度重点目標についての各種事業の進捗状況

を各担当者から説明を求める。 

 

錦課長補佐   （１）生涯学習の環境整備について（詳細説明）    

上埜課長      （２）生涯学習施設の効率的な運営について（詳細説明）  

向田館長    （３）図書館の運営について（詳細説明）         

錦課長補佐     （４）文化財保護について（詳細説明）          

        （５）青少年の健全育成について（詳細説明）        

中田課長    （６）スポーツ振興について（詳細説明）        

 

議  長    以上の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。 

 

赤尾委員    スポーツ振興についての「ファミリースポーツの集い」にある、カ

ローリングとはどのようなスポーツか。 

 

中田課長   カローリングは、円盤にコマが付いており目標の的に転がし、最後に 

残ったところで点数を数えるスポーツ。冬季オリンピックで流行った

氷上でおこなうカーリングの体育館版。子供から高齢者も参加できる

人気のスポーツのひとつである。 
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清水委員    自主学習グループ連絡会機関紙に「指定管理者制度になり、窓口の

対応が以前より良くなった」という記事を見てきた。制度が変わり、

市民の声や評価はどのようにされているのか。 

 

西野課長    自主学習グループ連絡会で定期的に編集し発行している機関紙「こ

だま」の中で評価しているものもある。指定管理者から毎月定期的

に施設の利用実績、市民からの要望、問い合わせ等に対する対応方

法についての表をいただいており、利用を改善していくべきところ、

評価しているところの報告を受けている。来年１月か２月に、施設

利用アンケート調査をおこなうよう進めている。アンケート結果が

出たら、指定管理者導入後の評価の詳細を報告できる。今のところ

市民から大きな改善点や苦情等はない状況である。評価としては、

指定管理者に移行したほうが効果が上がっているように思う。 

 

池田委員    スポーツ大会でソフトボールとゲートボールと子どものソフトボー

ルと行っている。今年は子どものソフトボールがどんどん減りつつ

あり２チームになったが、来年も行うのか。何か新しいことをして

いかないと時代に即していかないと思う。 

 

中田課長    子どものソフトボールについて年々参加者数が減り、今年は２チー

        ムとなった。来年度は違う種目を現在検討中である。時期について

        は夏休み中には行いたいと思っている。 

 

池田委員     寿大学について、今年は多数の応募があり多数の方が落選し入学で

きなかった。今までのような科目と定員ではどうか。見直していか

ないとこれからますます高齢化が進むので、今後どうなるのか。 

 

西野課長    団塊世代の方々も退職されて、高齢化率が進む。寿大学（高齢者学級）

では、学生委員長・副委員長及び関係学生と調整会議を実施し、今の

ような課題について意見を聞きながら必要な見直しを進めていきた
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いと考えている。定員増については、かなり厳しい状況。たけまるホ

ールの定員約９３２席。一回で行うとキャパの問題があり、二回で行

うと予算の問題となり、定員についての検討はこれからの課題である。

調整会議の中で意見をいただき、反映できることについては変更し進

めていきたい。 

 

池田委員    今年の春に平群町と施設の共有化とあったが、それについてどのよう

になっているのか。 

 

中田課長    きらめきについては、平群町のファミリープールの相互利用は平成２

２年度から実施している。それ以外のスポーツ施設、生涯学習施設の

相互利用については、現在平群町と協議中である。できれば、来年度

から進める予定だが、まだまとまりきれてないのが現状である。 

 

池田委員    このことについては、今回の会議で説明をすると前回の会議で言って

いたが、まだ決まっていないということか。実施は来年４月というこ

とは決まっているのか。 

 

中田課長    平成２５年４月からの予定であるが、遅れる可能性がある。 

 

清水委員    青少年健全育成についての報告の中で、前から池田委員から青少年指

導委員についての質問が再三にわたりでていた記憶がある。各中学が

積極的に実施とあるが内容はどうなのか。私の方ではあまり見られな

いように思う。 例えば、あいさつ運動を取り組んだ時も、ＰＴＡが

呼びかけなくても子どものためということで自主的参加をしてくれ

た。青少年指導委員は積極的な姿が見えない。積極的な内容とは、具

体的にどのようなことをしているのか。 

 

西野課長   各中学校区で組織をつくり、巡回指導と研修を実施している。巡回指

導については、登下校の巡回もあるが、昼夜問わず書店・店舗等を立
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ち寄り巡回し、万引き等の問題もあるので、子どもたちの様子などに

ついて定期的に巡回状況の報告を受けている。県の青少年指導員と生

駒市の青少年指導委員と兼ねて「ハートフルフェスタ」を１１月に実

施している。子どもたちに色々な遊びの指導・手作りのコマづくり・

スポーツを通じて親子の交流を進めるなどの独自の事業を実施してい

る。そして、研修会は、年間４回行なっており、各専門の講師からの

講演や警察から薬物問題や携帯電話の利用に関する講演などの研修会

を実施している。 

 

清水委員   日常的に青少年指導委員が関わっている姿を見たことがない。それな

ら我々の毎月のあいさつ運動に自主的に参加してほしいのが正直な感

想である。 

 

池田委員  校長先生は、青少年指導委員が現実に活動されているのはご存知か。 

 

井上委員   昨年度から大瀬中学校が会場になっている「ハートフルフェスタ」に

は本当に多数の親子が参加され、青少年指導委員が運動の指導や炊き

出しを振舞われ感激している。大瀬中学校は駐車場も広いため２年前

から会場になっている。また、本校に指導委員２名で、月１回５時以

降に店舗周辺、駅周辺を巡回している。学校側の現場としては、その

ような活動を把握している。 

 

議     長   青少年指導委員が活動しているというできるだけ目に見える部分を、

もう少し工夫したら輪が広がっていくような気がする。いまの意見等

を活かしていただくようお願いする。 

 

島谷委員   スポーツについて小学生対象ばかりだが、中学生や小学生以下対象の

ものはないのか。 

 

中田委員   中学生はクラブ活動等があり、現在は、小さい時にスポーツに親しむ
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目的で親子や子ども対象を中心にしている。 

 

米田委員   放課後子ども教室について安全確保を優先に、市民のニーズ等も勘案

しながら事業を実施しておりとあるが具体的にどのようなことなのか。 

 

西野課長   放課後子ども教室は週１回実施。子どもたちへの勉強の補助、遊びの

中で学ぶことを積極的に指導するのではなく、子どもたちを見守り相

談にのりアドバイスをする。厚労省の学童保育所とは別で、文科省の

放課後子ども教室で、子どもたちの居場所づくりの一環としての事業

として実施している。各自治体により異なるが、生駒市では自由に遊

びを中心とした場所の提供、また、宿題等勉強をする子には学習支援

をしている。 

放課後子ども教室と学童保育所との連携で、週１回の放課後子ども教

室を除く時間帯か日に、学童保育に参加している子どももいる。 

放課後子ども教室は、学校の空き教室を活用するので学校の協力がな

ければ開設は難しい。現在は３校開設している状況である。平成２４

年９月から３校目がスタートしたが、参加人数も２０人前後と報告を

受けている。今後、スペースや安全確保も含め保護者のニーズに応じ

て検討していきたい。 

 

中田課長   先ほどの中学生対象のスポーツの件であるが、毎年５月に市民体育大

会を実施している中学校体育連盟から陸上競技、軟式野球、ソフトボ

ール、ソフトテニス、ハンドボール、バスケットボール、バトミント

ン、バレーボール、サッカー等に小学生や中学生が多数参加している

のでこのことを追加させていただく。 

 

池田委員   最近、学童保育の帰りが真っ暗で危ないため、自治会に見守ってもら

えないかと相談を受けているが、どうすればいいのか。 

 

西野課長   学童保育は、留守家庭児童を対象とした保育で実施しており、こども
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課が担当しているため、ご意見のあったことを報告しておく。 

 

議    長   生涯学習の名称になってからこどもの教育は市長部局と教育委員会と

合同で考えていくようになってきているが、それを乗り越えていくた

めに、地域と学校と社会と家庭とが連合して問題解決にあたる流れを

積極的につくっていくべきである。少しずつではあるがそのようにな

ってきているが、もう少し早く進んでもいいのではないかと思ってい

る。私の感想であるが、生駒市は他市に比べて奈良県ではトップクラ

スの施策で進んでいると思う。市民にもＰＲし、知っていただき、ボ

ランティアにも積極的に参加していただける流れを積極的につくって

いくべきではないか。青少年教育はいつの時代でも大きな問題である。

社会全体がレベルアップする意味で協力して輪をつくっていくべきだ

と思う。 

 

審議案件（４）生涯学習施設に関する指定管理者による管理運営の現状について 

 

議  長   案件（４）生涯学習施設に関する指定管理者による管理運営の現状に 

ついて事務局から説明を求める。 

 

上埜課長   指定管理者による施設管理に関する現状の詳細説明 

 

西野課長   指定管理者による自主事業に関する現状の詳細説明 

 

議  長   生涯学習施設に関する指定管理者による管理運営の現状について、 

何か質問があるか。 

 

清水委員  指定管理者による管理運営になって、窓口対応がよくなり、時間も延 

長となりよかったと評価している。せせらぎホール等の舞台照明担当者 

が以前と変わったようだが、打ち合わせのとき業界用語を使うため困っ 

ている。素人が打ち合わせをするわけだから、そのような目線で対応し 
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てほしい。そのような研修は行っているのか。 

 

西野課長   窓口研修として、市民サービスコーナーの研修はあるがこのような研 

       修はない。しかし、音響照明に関する今のご意見については、指定管 

理者に充分伝えて、一般市民の立場に立った相手にわかるような説明

をするように申し出ておく。この会議に限らず、何かご意見、疑問点

等があれば、私どもや施設管理課に声かけていただければすぐに指定

管理者に対応するように進めていく。 

 

各 委 員      よろしくお願いする。 

 

   審議案件（５）平成２５年度社会教育基本方針及び重点目標（案）について 

 

議    長      (５) 平成２５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。 

 

錦 補 佐      平成２５年度社会教育基本方針及び重点目標（案）についての６項

        目（生涯学習の環境整備・生涯学習施設の効率的な運営・図書館の

        運営・文化財保護・青少年の健全育成・スポーツ振興）の説明 

        

議     長     変更した表現・内容について下線部で表示しているが、この案につい 

て何か意見はあるか。 

 

池田委員   子どものスポーツ実施率を５０％及び８０％を目標とあるが、今年は 

あらゆる面で去年より減少している。春に生駒の子どもは運動能力が 

低かったという話しがあったがこれとの兼ね合いで目標とするのか。 

 

中田委員   平成２０年に生駒市がアンケートを取り、平成２３年に確定したスポ 

ーツ振興基本計画の目標数値を出したとき、子ども４０．８％・大人 

６４．２％。平成３２年までの１０年間で子ども５０％・大人８０％ 
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にするとしていることからである。 

 

池田委員  昨年に比べ今年はスポーツの人数が減少しているが、原因があるのか。 

 

中田課長   詳しく調べていないが、子ども数の減少やイベントの天候にも左右さ 

れ、延期になると出席率も悪くなり、これらが原因の一つでもある。 

 

米田委員   総合型地域スポーツクラブとはどのような構想を描いているのか。 

       指導者に対しては地域でするならば補助するのか、自分達で何かを設 

立するにあたりその指導者を貸し出し制度にするのか、分かるように 

説明をお願いする。 

  

中田課長  スポーツ指導者について、一般財団法人生駒市体育協会の総合型地域 

スポーツクラブである「いこ増ッスル」とは別である。地域の方がスポ 

ーツをされる際に指導者の問い合わせがあれば派遣させていただく。 

現在、「いこ増ッスル総合型地域スポーツクラブ」の名称でちびっこ 

対象、大人対象にいろんなスポーツを楽しんでもらっている。基本計画 

で平成３２年まで市内に３ヶ所ということで運営支援していこうと考 

えている。また、自立的なクラブであり市の補助金とは関係がない。 

平成２３年９月にアスベガスというサッカーチームが移行してプロス 

トリート関西という名称で総合型地域スポーツクラブとなった。国から 

各市町村に２５年までに一つ作る全国的な目標がある。 

 

議  長  他に意見等はあるか。 ご意見がなければ本年度の会議は最後であるた 

めこれで決定としたいがいかがか。 

 

各  委  員  了承 

 

 審議案件（６）平成２５年度事業・施策について 
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議  長  （６）平成２５年度事業・施策について事務局から説明を求める。 

      特に変わったところ、重点を置いたところはあるか。 

 

錦 補 佐   平成２５年度事業・施策について見方の説明 

         文化財保護について、郷土資料館新設事業「生駒ふるさとミュージアム」

開館を来年度下半期にオープンするよう事業を進めていくことに重点を

置いている。 

 

向田館長  図書館について、生駒駅前北口第二地区図書室設置事業は、平成２４年

度は内装設計が最終段階に入っており、平成２６年春の開室に向けて、

平成２５年度は開室準備が本格化する。 

 

上埜課長  施設について、たけまるホールを平成２５年度に増築及び耐震改修を実

施して利便性の向上を図っていきたい。時期的には、平成２５年３月末

から平成２５年１２月末までの９ヶ月の間に工事を実施していく。 

 

西野課長  青少年事業について、今の事業を充実させていく方向で考えている。新

規の事業は現在未定である。なお、事業施策について２５年度の予算の

成立を前提にした事業案であるため、状況により事業の見送りまたは別

の事業に変更する可能性もある。資料を持ち帰り見ていただき、ご意見・

ご質問等あれば事務局までお願いする。 

 

中田課長  スポーツについて、事業を前年度と同様に踏襲していくが、多少部分変

更もあるかと思うがご理解いただきたい。市民体育館が平成２４年度耐

震診断を実施しており、その結果は来年１月までに出るので、その結果

に基づき来年度耐震設計を行う予定である。 

 

議    長  大部の資料なので一度に目を通しにくいと思うので、資料を持ち帰って

検討していただき、ご意見等がありましたら事務局まで申し出ていただ

ければそれを参考にしたい。 
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 （７）その他  

 

議  長  事務局から説明を求める。 

 

事 務 局  社会教育委員会議は、生駒市平成２４年度事務事業の見直しより年２回

の実施となったため、今年度当初の予定を変更し今回が最後となった。

来年度も会議は年２回となり平成２５年度６月頃と平成２６年度３月

頃の開催を予定している。次回の会議の日時、場所については、後日事

務局から連絡をする。 平成２５年度全国社会教育研究大会は三重県伊

勢市、近畿地区社会教育研究大会が和歌山県和歌山市で開催予定である。

多数の委員の方々の参加をお願いする。正式な文書や案内が届き次第、

次回会議もしくは郵送等で連絡させていただく。 

 

議     長    会議が２回となったため、今回で今年度の社会教育委員会議が終了とな 

る。来年度の社会教育委員会議は２５年６月、２６年３月頃の２回実施。 

       その他に質問等はあるか。 

 

榮嶋委員     平成２５年度事業施策についての市民文化祭の開催について芸術協会

連盟も協力しているが、申込時期が８月と早く、申し込んだことを忘れ

ている場合もあり、年々出品者が減ってきている。文化祭を盛り上げて

いきたいので何かＰＲ方法を考えていただきたい。 

 

西野課長   市民文化祭は、芸術協会連盟のご協力なければ開催は円滑に進めないと

思っている。何とか出展・出品の拡充拡大していく方法はないか、広報

等の啓発をどのようにしたらよいか考えていき、また、申込時期をもう

少し後にずらす方法とかで相談させていただく。 

 

榮嶋委員   橿原で開催された奈良県社会教育学校で、校長が、いじめがあったの

で健全な学校にする取り組みを行った講演会を聞いた。生駒市のいじめ

問題の取り組みをどのように行っているのか。 
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井上委員  ９月に全国一斉で行ったアンケート調査を生駒市でも小・中学校で実施

した。ほとんど無記名で行い、集計は教育委員会でまとめている。生駒

いじめ対策委員会もあり、毎年１・２回調査を行い報告しているが、そ

の実数より今回は件数がかなり多かった。その中で、緊急性を要するい

じめは０である報告もしている。解決している、解決に向かっているも

のがほとんどで、何件かは継続しているのもあったが、学校も認識して

おり子どもたちを継続して見ていける状況である。 

休んでいる生徒については、家庭や本人に連絡を取れば分かるが、日頃

の子ども達の様子をみて元気のない生徒には話を聞く。       

また、６月と１１月に子どもと担任との教育相談も行っている。 

 

議    長   いじめの問題はどこにでもあり、各学校も真剣に取り組んでくれている 

と思う。家庭では両親がしっかり見て、学校では担任がいるのでわかる

と思う。問題が大きくならないうちに把握していくことが大事なことだ。

社会教育において、人権の問題からもこの問題は許されるべきでない大

きな方針のもとで考えていかなければならない。 

 

 以上で第２回社会教育委員会議を終了する。           


