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平成２６年度 第２回社会教育委員会議録（要約） 

 

１ 日 時 平成２７年２月１９日（木）午後３時から 

２ 場 所 生駒市役所 大会議室 

３ 出席者 

 （委 員）森岡伸枝委員（議長）・本田善藤委員（副議長）・池田健二委員・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）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・向田図書館長・中谷図書館南分館長・平澤図

書館北分館長・福山生涯学習係長・村上生涯学習課・城戸生涯学習

課 

 （欠席者）鉄東喬委員 

 （傍聴者）なし 

 

４ 議事内容 

１審議案件 

（１）全国・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２６年度重点目標についての各種事業の進捗状況について 

（３）平成２７年度生駒市社会教育基本方針及び重点目標（案）について 

（４）その他 

 

議  長   （挨拶） 
 
 
審議案件（１）全国・近畿地区・奈良県社会教育研究大会等の報告について 

 
事務局から内容説明 

 

議  長   全国の徳島大会では、鹿児島市、徳島市における家庭教育支援の

事例について聞いてきた。特に印象的であったのは、社会教育委

員が積極的に行政に対して意見し、政策に反映させようという姿

勢が活発であった。 

 

大原委員   徳島の全国大会に参加したが、どの分科会でも、教育委員や社会

教育委員であることの重みを改めて感じた。他の市町村では、自

主的そして活発に活動していると改めて感じた。 

 

南部委員   吹田の大阪大会に参加したが、いずれも素晴らしい発表であると

思うとともに、社会教育委員として自身がなにか発表できるもの

があるか考えさせられた。発表を聞いた率直な感想としては、そ

れが社会教育委員としての実際の実績なのか、自身の仕事の延長
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として、その実績や経験を社会教育委員として話しているのでは

ないかと思えた。 

 

議  長   実際に社会教育委員であるという自覚を持っているかどうか、考

えさせる研究大会であった。 

       他に意見や感想はないか。また後からでも意見を述べていただけ

ればありがたい。委員の方々には、今後とも、より積極的に各研

究大会に参加していただきたい。 

 

 

審議案件（２）平成２６年度重点目標についての各種事業の進捗状況について 
 

事務局から内容説明 
 

  （１）生涯学習の環境整備について 

  （２）生涯学習施設の効率的な運営について 

  （３）図書館の運営について 

  （４）文化財保護について 

  （５）青少年の健全育成について 

  （６）スポーツ振興について 

 

質問内容 

 

南部委員   図書館の運営について、生駒駅前図書室における来館者数（１６２，

７９７人）はどのようにカウントしているのか。貸出人数（５７，３

６８人）とは違うのか。 

 

向田館長   入口にカウント用センサーを設けることで入ってこられた方を数え

ており、その集計となります。来館者数は貸出人数の約３倍になって

おりますが、これは、貸出はされなくても、本や新聞、雑誌を読みに

来られたり、親子で絵本を読んだりするために、足を運んでおられる

方も多数いらっしゃるためです。生駒駅前という利便性を活かし、人

と本との出会いの場、多世代が集うにぎわいの場としてご利用いただ

いております。 

 

中田委員   現在、子ども育成連絡協議会として活動しているが、その中で人材バ

ンクの設置を検討したことがある。現在は工作、料理、絵画等の各分

野に分かれ、活動を開始しているが、なかなか広報活動が難しいと感

じている。今回、生涯学習人材バンクの報告が出ているが、あまり私

たちは目にしたことがないように思う。一般市民に対する広報活動と

いうのは具体的にどのようなことを行っているのか。 

 

西野課長   人材バンクの活用については、毎年、各登録者へ活動報告書を提出い
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ただいております。その報告書から活動実績の数値を出しますのは、

年度末を越えてからになります。広報活動については、各生涯学習施

設の窓口に登録者の名簿を記載した冊子を配置する、市のホーム―ペ

ージに掲載する等により、活用の促進を図っております。 

その他、昨年度は広報紙に登録の応募案内を掲載し、呼びかけました。

また活用に関しては、利用者の興味の高いものに活用が集中しており

ますが、中には、活用件数が少ないため登録をやめられる方もいらっ

しゃいます。利用実績としましては様々な方からたくさんのご利用を

いただいておりまして、平成２５年度は、活用回数が４０６回、活用

人数が１５，０８０人でございました。 

 

中田委員   どのような団体、個人が利用しているか。 

 

西野課長   個人または団体での登録がございますが、登録件数の多い分野としま

しては、美術、工芸、語学、音楽関連など、趣味的な分野が多いです。 

 

中田委員   自主学習グループとは関係があるのか。 

 

西野課長   自主学習グループは人材バンクとは別に、市民向け公開講座を開催し

ていただいております。例えば、社交ダンスのグループが広報に掲載

し、ダンスに興味をお持ちの一般市民向けに公開講座を開催するなど

していただいております。 

 

中田委員   学校教育とは違うため、社会教育団体自体のＰＲが難しいのではない

か。今後考えていく必要があると思う。広報だけの問題でないとは思

うが、実際、単位子ども会で活動する際に、インターネットを利用し

て講師を呼び、マジックショーの催しを開催した団体もある。 

 

議  長   実際、インターネットの活用はいかがか。 

 

西野課長   ホームページに情報を掲載しておりますが、その他にも広報紙、ツイ

ッター等を活用しております。子ども会でも登録していただける方が

いらっしゃいましたら登録していただき、また子ども会を通じてＰＲ

する機会がございましたら、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ホームページのあり方を見直す必要があるのかもしれない。 

 

中田委員   いこま国際音楽祭は、生涯学習部長がチケットを駅で手売りするなど

市としても力を入れていると思う。しかし、自身の子どももそうであ

るが、小学校で吹奏楽、中学校でブラスバンド、大学で吹奏楽という

流れで音楽に携わっていても、その後はなかなか続かないということ

がある。そこで、市民も参加できるようなコンサートが必要ではない

かと思う。例えば、市の吹奏楽団のようなものを設立し、当分の間は
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市が補助し、いずれは独立するようなものをつくってもよいでのでは

ないか。 

 

西野課長   平成２６年度は市内中学校のスケジュールが合わず実施しておりま

せんが、平成２５年度までは最終日に開催するファイナルコンサート

でソリストとの共演、また子どもたちによる合唱などもございました。

また、音楽塾では市内小学校を回り、ソリストに生の演奏をしてもら

う、また子どもたちからソリストに合唱でお礼のエールを送るなどの

企画をしました。今年度は昨年度より関心を持っていただき、その結

果、参加者数も４００名ほど増えました。ご指摘いただいたご意見を

音楽監督へ伝えさせていただき、改善を踏まえながら来年度に向けて

進めていきたいと思います。 

 

中田委員   生涯学習という考え方からすると、小学生だけでなく幅広い年代まで

も対象に、そのようなきっかけを行政側でも作ってもらえればありが

たい。 

 

議  長   市民参加という点で、小学校と限定せず、幅広い世代も参加できるよ

う行政に反映していただきたい。 

 

島谷委員   放課後子ども教室の実施校は、俵口小学校、真弓小学校、生駒東小学

校の３校から変更や増加、見直しはないのか。 

 

西野課長   学校のご協力のもと、空き教室がある学校で実施しております。また、

運営の指導員であるボランティアの方を常時３名ほど配置しており

ますので、スペース及びスタッフの人員的な問題がございますので、

現在のところは３校で実施させていただいております。今後、拡大で

きるようであれば、できる範囲で進めてまいりたいと考えております。 

 

議  長   子どもにとって遊び場は必要だと思う。今後、拡大に向け、ご尽力い

ただければと思う。 

 

米田委員   歴史文化基金の金額は年々大きくなってきていくのか、それとも少な

くなっていくのか、そして、この金額は妥当なのか。 

 

錦課長補佐  歴史文化基金につきましては、広報紙やホームページ等に掲載、また

チラシの配布により周知しております。他にも、募金箱を各生涯学習

施設やふるさとミュージアム、生涯学習課の窓口、高山八幡宮、宝山

寺、往馬大社などの寺社に依頼して配置しております。歴史文化基金

は歴史文化友の会の会費、例年２０万円ほどの寄附金、歴史文化のハ

ンドブックや報告書等の刊行物の物品売り払い収益の３つを歴史文

化基金として積み立てております。それらを合わせまして、毎年３０

万円～５０万円ほどを推移しております。昨年の積立金は１４２，０
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８４７円でございました。近年の推移を見ておりますと、少しずつ増

加傾向にございます。また、歴史文化友の会では、ふるさとミュージ

アムで開催される各展示会の入場料割引や、発掘調査の現場報告をい

ち早くお伝えする等の特典をつけさせていただいております。今後も

ＰＲさせていただき、歴史文化友の会及び歴史文化基金の拡充に努め

たいと思っております。 

 

米田委員   歴史文化友の会の周知はどのようにしているか。広報に掲載されてい

るか。 

 

錦課長補佐  インターネットでは市のホームページに掲載しておりますが、誌面の

都合上、広報紙の掲載は致しておりません。 

 

堀内委員   私は芸能協会の会長であるが、生涯学習はあらゆる世代で学習するも

のである。芸能協会は熟年層が大半であり、これもまた生涯学習の字

のとおり、晩年の元気な間を生き生きと過ごすために活動している。 

先ほど国際音楽祭の参加者が全体で５００人増えたと報告があった 

が、これは決して多いものではない。私から言わせると入場者数があ 

まりにも少なすぎる。音楽塾（３小学校）の参加者も増えたというこ 

とだが、児童全員が自主的に参加したものではなく教師が主導で参加 

している出張授業であるので、参加人数が増えたとは言えない。私が 

言いたいのは海外の特定の有名なアーティストを招聘して、市内の団 

体と同じような補助金で開催されているのであればいいが、この予算 

でのコンサートにしては入場者が少なすぎる。    

多額な補助金を使って海外からアーティストを招聘し、この入場者数 

なのであれば、海外でなくとも、国内や京阪神だけでも高名な方（ア 

ーティスト）はたくさんいるのだから、別のアーティストを招聘して 

もいいのでないか。国内のアーティストを招聘すれば経費は安く抑え 

られる。 

同じアーティストで同じ曲想であれば徐々に入場者は減っていく。

たけまるホールで２００～３００人の入場者数というのはドイツか

らアーティストに来ていただいて失礼だと思う。出演者が同じであ

れば中身を変える等の工夫が必要だろう。そうでなければ、来年度

以降、参加者数が減少していくだろう。もっと低予算でできる市民

の手作りのものにしていただきたい。 

 

議  長   事務局から説明を受けた中では、各事業によって予算配分に偏りがあ

るような印象を受けた。全体的な予算配分など、各事業間でのバラン

スも示してもらえれば全体が把握しやすいかと思う。また、過去５年

ほどの経過や推移なども見て検討したい。 

 

西野課長   厳しいご意見、ありがとうございます。次年度開催するということに

なりましたら、事務局のほうからも、堀内委員の意見を実行委員会へ
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報告したいと思います。 

 

影林部長   いこま国際音楽祭は、平成２２年度に平城遷都１，３００年祭の一環

として初めて開催しました。当初は県から補助を受け、予算１，００

０万円で実施しておりました。その後、実行委員会主体の事業へと移

行し、現在は最高５００万円を市が補助しております。事業開始時は

市で担当しておりましたが、開催３年目から市民主体として、市の補

助金の中で運営する形で進めてまいりました。確かに、予算内では比

較的重いウェイトを占めており、高額ではございますが、５００万円

で運営できており、事業の内容から考慮しますと安いほうではないか

と思っております。音楽塾に参加された方の感想を見ていますと、音

楽の凄さを児童、教師ともに実感している様子でした。プロの音楽家

を目指す若者たちが、一流の音楽家から指導を受講できるマスターク

ラスもございますので、妥当な補助金額だと考えております。 

また、今年度は１１月開催ということもあり、入場者数は少なかった

と思います。その理由としましては、開催場所であるたけまるホール

の改修工事の都合で昨年度は３月に実施し、今年度は従来どおり１１

月に実施したことにより、開催の間隔が例年より短かったこと、他に

も小中学生の参加が少なかったこと、ＰＲ不足などが挙げられます。

今年度は参加者数が少ない状況ではございましたが、来年度に向け、

様々なご意見を取り入れ、より入場者数を増やせるよう進めていきた

いと思います。 

 

審議案件（３）平成２７年度生駒市社会教育基本方針及び重点目標（案）につ

いて 
 

事務局から内容説明 

 

（１）生涯学習の環境整備について 

（２）生涯学習施設の効率的な運営について 

（３）図書館の運営について 

（４）文化財保護について 

（５）青少年の健全育成について 

（６）文化芸術について 

（７）スポーツ振興について 

 

質問内容 

 

清水委員   １ 社会教育における法的背景と現状等についての（２）本市の

現状における項目①～④の内容は、「生駒市総合計画後期基本計

画による」とあるが、内容を簡略化しすぎた結果、後期基本計画

を理解している人が読むと分かるが、初めての人が読むとわかり

にくいように思う。 
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例えば、一つ目「①生涯学習関連団体の高齢化などに伴い、団体

内での世代交代の時期にきており、今後は情報提供を活発化し、

若年世代への生涯学習活動を継承していく必要がある。」とある

が、後期基本計画では「市民の主体的な参加」とあり、若年世代

と限定されていない。若い人に継承していきたいという思いはわ

かるが、後期基本計画には書かれていないということは、「市民

の主体的な」としたほうがよいのではないかと思う。 

二つ目「②青少年犯罪の凶悪化、低年齢化、ニート、ひきこもり

等若者の取り巻く環境が深刻になりつつあり、核家族化、インタ

ーネット等の技術革新が及ぼす地域社会との希薄化や家庭の教

育力の低下傾向にあり、学校、保護者、地域、関係機関の連携を

強化する必要がある。」とあるが、この前半部分は若者の実態で

あり、環境ではない。後期基本計画をみると「社会経済状況の変

化により、青少年犯罪の凶悪化、低年齢化などが出てきた」とあ

る。これであればわかるが、「社会経済状況の変化」という文言

を抜いて「環境」となっている点に疑問を感じる。このままの文

章を生かすのであれば、「環境」を「実態」にしたほうがよいと

思う。加えて、文章が長いので、前半部分を「青少年犯罪の凶悪

化や低年齢化に加えて、ニート、ひきこもり等若者の実態は、深

刻な状況になりつつある。」もしくは、後期基本計画に準じて「社

会経済状況の変化により青少年犯罪の凶悪化、低年齢化、ニー

ト・ひきこもり等若者の取り巻く環境は、深刻な状況になりつつ

ある。」として、文章を一度区切ってもよいのではないか。次に、

後半部分であるが、「核家族化の進行」と「インターネット等の

技術革新が及ぼす地域社会との希薄化や家庭の教育力の低下の

要因となっている」に区切り、まとめたほうがわかりやすいので

はないかと思う。 

三つ目「③市の歴史、文化については、就労、若年世代での認知

度が低く、伝統文化の継承や郷土愛の情勢に努める必要がある。」

とあるが、「就労」が何を指すのかわからなかった。後期基本計

画を見てみると「働く世代」となっているため、ここは「就労」

ではなく「働く世代」としたほうがわかりやすいと思う。 

四つ目「④生涯スポーツの需要は高まっており、また、子どもた

ちが体力低下の傾向にあることから、市民が、性別、年代等を超

えて参加できる環境や仕組みを整備する必要がある。」とあるが、

できるだけ文章は短いほうが分かりやすいため、「生涯スポーツ

の需要は年々高まっている。しかし、子どもの体力は低下傾向に

あることから、市民が、性別、世代を超えて参加できる環境や仕

組みを整備する必要がある。」としたほうがよいかと思う。後期

基本計画から引用しているのであれば、できる限りそのままの表

現を用いるほうがよいのではないか。 

 

議  長   オープン行政モデル、一般の方が見て読むということを前提に、
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わかりやすい文章にした方がよいだろう。例えば、松下委員のよ

うな若い方が読んでもわかる文章かどうか見ていきたいと思う。 

 

島谷委員   ３ 重点目標の（７）スポーツ振興について、前回も生駒市ＰＴ

Ａ協議会ということで保護者の立場から意見したが、文面では

「だれもが、いつでも」となっている。例えば、生駒北スポーツ

センターへの交通経路についてであるが、保護者が子どもを車で

送迎するとしても、車の運転が怖いという人が多い。また、公共

交通機関で行く方法を調べてみたが、交通費が高く、バスの本数

も少なく時間もかかるようである。スポーツをするにあたり、行

くだけで疲れていては意味がないと思う。子どもの体力的にもス

ポーツの推進につながらないと思う。良い施設ができたので、そ

こでスポーツをさせてあげたいが、施設に行くまでの交通手段に

問題があると、親子で楽しめる施設にならないため、そのあたり

の環境の対応を考えていただきたい。 

 

議  長   ソフト面での運用がどのようになるか答えていただきたい。 

 

中田課長   生駒北スポーツセンターまでの道中は県道ですので、市で改修等

はできないのですが、県にも話はさせていただいております。改

修の時期等につきましては、まだお答えするのが難しいのですが、

舗道などの整備をしていただけるようになると伺っております。

送迎等の問題についても、車でも十分に通れるようになるのでは

ないかと思っております。バスにつきましても、富雄―庄田線、

傍示を経由して、生駒北スポーツセンター直通バスの運行を予定

しております。しかし、遠方であるということもあり、費用面で

は高額にはなり、中学生であれば大人料金となり、気の毒とは思

うのですが、小学生であれば半額料金になりますので、そのあた

りはご理解いただければと思います。また、現在は土日祝日の運

行のみとなっておりますので、一年間の利用状況を鑑みまして、

平日運行の実施も検討していきたいと考えております。平成２７

年度の目標とはなっておりますが、長い目で見ていただければと

思います。 

 

議  長   例えば、ホームページで施設へのアクセス経路を示すと思うが、

複数の経路や所要時間等を表示するなど、丁寧なアクセス経路を

示してほしい。 

 

清水委員   「文化芸術」という単語はあるのか。後ろに別の言葉がつくので

はないか。 

 

錦課長補佐  国で定めております文化芸術振興基本法というのがございまし

て、文部科学省もしくは文化庁では、「文化芸術」という言葉を
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使っておりますが、確かに、「文化芸術の何々」というように、

振興基本計画では使われておりますので、３ 重点目標の項目の

タイトルにつきましては、（７）スポーツ振興にならいまして、

（６）文化芸術の振興についてとさせていただきたいと思います。 

 

松下委員   ３ 重点目標の（１）生涯学習の環境整備についてでは、シニア

世代における生涯学習の充実のことが書かれているが、平成２６

年度の進捗状況では、そういった記載がなかった。平成２６年度

は目標として掲げていなかったのか。 

 

錦課長補佐  高齢者教育をシニア世代における生涯学習の振興として位置づ

けておりますが、今までの重点目標では抜けておりましたため、

新たに平成２７年度から重点目標の（１）生涯学習の環境整備に

ついての中で項目④として追加させていただいております。平成

２６年度の重点目標のなかにもあがっておりませんでしたので、

高齢者教育であるいこま寿大学の活動報告をできていない状況

です。シニア世代の生涯学習というと寿大学の活動が大きく取り

上げられるかと思いますが、自主学習グループ等においても高齢

者の方々が生き生きと活動されております。また、仕事をやめら

れた後の人生設計、そして社会貢献をしていただくための地域デ

ビューも言われておりますので、平成２７年度以降の重点目標に

設定することで、高齢者の方々のよりよい活動に期待していきた

いと思っております。 

 

堀内委員   今後、高齢者人口は増える傾向にあるのだから、重点目標として

入れていかなければならないだろう。 

 

議  長   いこま寿大学は生駒市の売りでもあるので、大事な項目である。 

 

西野課長   清水委員からご指摘をうけました１ 社会教育における法的背景

と現状等についての（２）本市の現状の項目４点を含め、それ以

外もございますので、どういった形で反映すればよいか、ご意見

を頂戴し、修正を進めていきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 

米田委員   ２ 基本方針の中に「全生涯にわたって」とあるが、「生涯にわた

って」でよいのではないか。 

 

西野課長   平成１８年度に生駒市生涯学習推進基本方針を検討する際に、当

時の社会教育委員会議の委員の方で検討委員会を立ち上げまし

た。その検討委員で策定させていただいたものをそのまま引用し

ております。教育基本法第３条に生涯学習の理念というのがござ

いまして、その中には「その生涯にわたって」となっております。
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こちらの基本方針では、その当時の社会教育委員の方の意見を反

映させていただいております。 

 

議  長   フランスのポール・ラングランの言葉で、生涯学習の定義では、

「全生涯」という語句はない。「生涯にわたってあらゆる機会に

あらゆる場所に」という言葉である。「全生涯」という語句にす

る必要性があるのであれば「全生涯」でもよいとは思うが、「生

涯にわたって」でよいのではないか。 

 

委員一同   承諾 

 

南部委員   現状の中に、現状のみならず課題が入っているように思う。課題

は基本方針の中に出てくるのであるから、本市の現状で記述する

のは現状だけにしたほうがいいのではないか。もし文章を変えな

いのであれば、「本市の現状と課題」としたほうがよいのではな

いか。 

 

西野課長   確かにそのように受け取れますが、この文章は後期基本計画によ

り次のような課題が指摘されると表現されておりますので、それ

を受けて現状とさせていただきました。 

 

清水委員   読み方によるが本市の現状と書かれ、後期基本計画の現状の中に

はこのような課題があるという捉え方もある。 

 

南部委員   課題を書くがゆえに文章が長くなるのではないか。現状だけにす

ればすっきりまとまると思う。 

 

中田委員   （２）本市の現状の後に「こうした課題の解決に向けて」となっ

ているのだから、上記の文章は課題になるはずである。 

 

議  長   標題を変えることが一番わかりやすいのではないか。 

また、ここで一番言わないといけないのは何か。 

 

西野課長   現状を踏まえての課題です。現時点において、このような課題が

あるのが本市の現状であるということです。 

 

堀内委員   「現状と課題」とすればわかりやすいと思う。 

 

南部委員   後期基本計画の抜粋の中の現状と課題とあるので、それに合わせ

たらよいのではないか。 

 

清水委員   現状が課題であるという認識であるので、個人的にはこのままで

よいと思う。標題を「現状と課題」とすると、文章を分けて書く
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必要が出てくるのではないか。 

 

大原委員   この場で多くの意見を出してもらい、その意見を事務局で検討し、

議長に一任ということにしなければ、このままではまとまらない

のではないか。 

 

影林部長   平成２７年度の生駒市社会教育基本方針及び重点目標は平成２

６年度から大幅に変更しております。１ 社会教育における法的

背景と現状等については、平成２６年度は一つのまとまりとなっ

ておりましたが、平成２７年度はわかりやすくなるように、二つ

の項目に分けて整理させていただきました。 

清水委員がおっしゃったとおり、本市の現状の中にこのような課

題があるということで書かせていただきました。こちらは、基本

方針ですので後期基本計画よりも基本的な指針という形でまと

めさせていただいております。標題を現状とするか課題とするか

につきましては、事務局に一任していただいて、議長と調整させ

ていただきたいと思います。 

 

清水委員   インターネットで発信されるものであるから、きちんとした文章

にしたほうがよいと思う。私個人の意見としては現状のままでい

いと思うが、後は一任するので事務局で検討していただきたい。 

 

議  長   他に意見はあるか。なければ、訂正や修正の意見は、議長、副議

長で最終協議し、事務局から調整したものを送るということでよ

ろしいか。 

 

委員一同   承諾 

 

 

審議案件（４）その他 
 

事務局から映画「じんじん」について開催日、開催手法等について説明 

 

議  長   この「じんじん」という映画はどのようなストーリーなのか。 

 

事 務 局   北海道剣淵町がメインの舞台で、ここでは町民が仕事の合間をぬって

子どもたちに絵本の読み聞かせをしており、「絵本の里づくり」をめ

ざす町で繰り広げられる親と子の絆を描いた映画です。 

 

清水委員   先ほどから各種事業における周知方法の一つとして、広報紙への掲載

を挙げているが、一般の人は広報紙をあまり見ていないのが現状であ

る。そのような実態を知ったうえで、ＰＲ方法を今一度検討し、課題

として捉えてほしいと思う。 
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事 務 局   広報紙以外の他の周知方法としては、様々な会合の場でチラシを配布

する、他の事業の際に周知する等を行っております。 

 

米田委員   働いている人にとっては、生涯学習施設に行ったり、広報紙を見たり

する時間がない。そういった方々には、どうすれば見てもらえるよう

になるのか。何か駅にでもＰＲできる場所があれば、少しでも周知で

きるのではないか。 

 

事 務 局   駅にポスターを掲示する等、空きがあれば無料でご協力いただくよう

にしておりますが、ポスターや広告を掲示するには費用もかかります

ので、なかなか実現は難しい状態ではございます。他にもベルテラス

でＰＲをしておりますが、昔も今も情報発信の媒体は課題であると考

えております。ただ、最近はＳＮＳ等の発信手段は増えてきており、

広報紙も読みやすく改善されてきておりますので、今後改善されれば

と思います。 

 

議  長   できれば次回の会議で、広報紙がどのような働きを持っているのか報

告をしていただければと思う。 

 

事 務 局   社会教育委員会議の開催数は年２回となっております。今年度は今回

で終了となります。 

来年度は第１回の会議を６月頃に開催させていただく予定です。日程、

場所につきましては、年度が変わりましてから調整させていただき、

連絡させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 

議  長   他にないか。ないようであれば、以上で第２回社会教育委員会議を終

了する。 

 


