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平成２５年度 第２回社会教育委員会議録（要約） 

 

１ 日 時 平成２５年１２月１８日（水）午後３時から 

２ 場 所 生駒市役所 大会議室 

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 

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・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・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  

上埜施設管理課・玉田人権教育係長・福山生涯学習係長 

伊藤生涯学習課主査 

（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２５年度重点目標についての各種事業進捗状況について 

（３）平成２６年度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） 

 

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 
 

議  長   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、事務局から説明を求める。 

 

事 務 局      （内容について詳細説明） 

       第５５回全国社会教育研究大会三重大会１０月２４日（木）三重

県営サンアリーナ（伊勢市）で開催されました。委員２名、事務

局１名が参加しました。 

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 

（木）和歌山県民文化会館他で開催されました。委員８名、事務局

２名が参加しました。 

 第２５回奈良県社会教育研究大会９月１８日（水）奈良県社会福

祉総合センターにて開催されました。委員２名が参加しました。 

 第６１回近畿公民館大会の分科会１１月１４日（木）奈良県文化

会館等で開催されました。委員５名、事務局１名が参加しました。

全体会１５日（金）同じく奈良県文化会館で開催されました。  

委員５名、事務局１名が参加しました。 
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議    長   三重大会では、三重県下市町村の取り組み、街づくり、地域づくり、

地域コミュニティの作り方について、努力している点、地域社会づ

くりをしている生涯学習の成果を各部ブースに分かれて発表された。

この取り組みは今までの全国大会ではなかった。たいへん有意義で

参考になった。 

 

榮嶋委員   和歌山大会に参加した。指導者、リーダーを育成することに苦慮し

ている様子の発表であった。一方、生駒は文化・芸術に関してかな

り進んでいる。以前からの生駒市の取り組みが、文化、芸術、スポ

ーツにも活かされ現在に至っている。環境がそうさせていると感じ

た。 

 

議  長   大会・研修に参加することは、生駒市がいかに進んでいるかが分か

る重要なことだと思う。 

 

清水委員   全国大会に参加し、交流もでき、参考にもなった。予算が許される

なら分科会にも参加したかった。今後、近畿圏内なら参加できるよ

うな体制を考えていただきたい。 

 

平井委員   南方熊楠の生涯の話を聞き感銘した。他の大会で生駒市とは、かな

りかけ離れた状況の報告を聞いた。地域の人々、子ども達、学校が

一丸となり伝統芸能等を伝承しようと小学生から取り組んでいると

色々な地域の報告を受け、生駒市ではどうなのだろうと考え、参加

できてありがたかった。 

 

議  長   社会教育委員は、他の市町村、都道府県の活動等を知る事により、

生駒市で何ができるかを考えるきっかけの一つになると思う。機会

があれば研修、大会に参加し実感していただきたい。 

 

審議案件（２）平成２５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（２）平成２５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   （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）         

 

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。 
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赤尾副議長  青少年健全育成についてジュニアリーダー研修会「危険予知トレ

ーニングＫＹＴ」とはどのような手法なのか。また、放課後子ど

も教室３校開催しているが少ない気がする。今後拡大していく予

定があるのか。 

 

西野課長   危険予知研修について、これは外部からの危機に対し子ども達が

突発的に声を張り上げることができるか、また、その危機にどう

いった対応ができるかを考えさせることが中心です。 

       放課後こども教室は、ご指摘のとおり市内には小学校が１２校あ

りますが、現在実施しているのは３校のみです。一つの課題とし

て、現在子ども舎「宙」というボランティア団体で行ってもらっ

ていますが、メンバーが少ない状態です。昨年度も一般公募して

研修を行い、一人二人と興味を持っていただいていますが、指導

者の育成に少し時間がかかっています。現在の３校については、

週１回空き教室を利用して開設しています。今後はリーダーを育

成し、学校にも協力を求め拡充していきたいと考えています。 

 

議  長   生涯学習をした人がボランティア活動をする。またそこで新たに

学んだ方が次のボランティアをする。このような知的循環社会の

形成は、非常に重要であり、このことは生駒市の重点目標にもか

かげている。赤尾委員が３校では少ないのではないかという指摘

に、今後の方針を西野課長が述べられた。生涯学習を行った人を

ボランティアとして活用し、地域の教育力を上げていくことが重

要です。このように人材バンクを活用し、生駒市全体が生涯学習

を活発にして地域力を上げていくようお願いしたい。生駒市が知

的循環社会を構築していく中で、生涯学習まちづくり人材バンク

に１１分野があり、平成２５年度８７件の登録がされている。生

涯学習をした人たちを子ども会や図書館、各学校の部活動等で活

用している。 近はボランティアの活用が授業にも入ってきてい

る。学校教育が社会教育施設のボランティアに積極的に活動して

いける方向性を示していくともっとボランティアの数も増える

のではないか。更なる発展をお願いしたい。 

 

池田委員   文化財保護について、指定文化財保存修理、国指定が８件あり、

奈良県・生駒市指定２件の事業補助を予定しているとあるが、何

処なのか。 

 

錦課長補佐  奈良県指定文化財の往馬の火祭りに対してと、高山八幡宮 宮座

行事に対して後継者育成の補助金の助成をしています。 

       生駒市指定については、高山八幡宮 宮座行事と傘型連判状、高

山町法楽寺の公慶上人関係資料の古文書２件です。 

 

池田委員   生駒市の文化財を守っていただき、もっとＰＲをお願いする。 
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       また、シンポジウムの刊行物の頒布等の情報発信とあるが、どの

ように発信しているのか。 

 

錦課長補佐  教育委員会としては、歴史を身近に知っていただく資料として、

「ハンドブック生駒の歴史と文化」「生駒市文化財マップ」の冊

子を少額で頒布しています。発掘・文書等の各種調査の報告書の

刊行を有料頒布しています。また、生駒市役所公式サイトから別

サイトに入っていただくことになりますが、「生駒市デジタルミ

ュージアム」というホームページを開設しています。これらの方

法で情報発信しています。 

 

島谷委員   ブックリスト掲載図書の学校等への団体貸出状況で今年度１団

体増えているが、等とは学校以外にも貸出しているのか。 

 

向田館長   保育園、幼稚園、小学校、中学校とあり、学校等としています。 

 

柳田委員   青少年健全育成についてジュニアリーダー研修会はどの年齢対

象か、研修で学んだことを次にどのように続けているのか。 

       また、スポーツ振興について、予定されていたスポーツが悪天候

のため中止となっているが、予算化されていると思うので延期す

るなど考えられないか。２年続きで中止になっている軽スポーツ

はイベント事体が印象的に薄れてしまう。悪天候のときにでもで

きるイベントがないのか。健康面で考えると軽スポーツは幅広い

年齢層で利用できると思う。小さな子どもから高齢者まで参加で

きるイベントが年々中止でなくなるのは寂しい気がする。 

 

西野課長   ジュニアリーダー研修は、小学５年生を対象とし、２５年度は１

９人参加しています。ジュニアリーダー研修終了後の活動は、小

学６年生に進級後リーダー研修を子ども会育成連絡協議会主催

で行っています。リーダー研修は６年生で終了となります。その

後、中学・高校生対象のあすなろ会は、４５名加入し、団体でキ

ャンプ指導などの活動をしています。その後、青年協議会の声か

けで協力、加入を促しています。このように年齢層に応じた活動

ができます。 

 

中田課長   小学生スポーツふれあいデーでは、ドッジボール等を行っていま

したが、参加者が多く、その合間をぬい、屋外に軽スポーツコー

ナーを設け親子で楽しむようにしたが、悪天候で２年連続中止に

なっているのが現状である。延期して後日行うのは、施設予約の

状況で新たに取るのが難しく、月２回体育施設無料開放を行って

いるところに軽スポーツコーナーを設けられないか検討してい

きたい。 
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議  長   ぜひ、考えていただくようお願いする。 

 

清水委員   生駒市民マラソン大会を行う予定はないか。 

 

中田課長   毎年１月第２日曜日に、奈良先端科学技術大学院大学付近を利用

し、生駒ふれあい市民マラソンを行っています。 

 

清水委員   生駒のメインストリートを走ると盛り上がるのではないか。 

 

中田課長   その他に、６月上旬生駒市スカイウォークを行っています。どち

らもなかなか通行許可が下りにくい状況です。理解はしていただ

いておりますが、許可が下り難いため現在の場所で行っています。

そこでも歩道を走るように指導を受けているため、車を通行止め

にすることはできません。その点は、今後検討していきたいと考

えております。 

 

議  長   スポーツについて前回でも出ていたが、成人週１回５０％子供週

１回８０％。２５年度はどの程度進んだか。 

 

中田課長   実態を把握するのはなかなか難しく、今後５年に１回計画見直し

を行いますので、その前年度にアンケート調査を行い把握してい

きます。毎年率を把握するのは困難な状況です。 

 

議  長   増えてきてはいるのか。 

 

中田課長   水泳大会行事等でも、参加が多く増えているとは思います。スポ

ーツをされない方に向けて啓発していきたいと思っています。 

 

池田委員   前回、ニューヨークタイムズ、映画新聞、スポーツ新聞を各図書

館ではなく１ヶ所にまとめて巡回すると経費削減にもなると提

案したが、今でも各館で保管しているのか。 

 

向田館長   現状は各館来館者に定着しており、ひとつにまとめて巡回してい

くのは難しい状況です。 

 

議  長   国際交流の集いが平成２５年度１２ヶ国、平成２４年度１１ヶ国

とあるが、これはどの国のブースがあるのか。 

 

西野課長   アメリカ合衆国、インドネシア、コリア、チェコ、中国、チリ、

ブラジル、ロシア、タイ、バングラディッシュ、メキシコ、シン

ガポールの１２ヶ国で、現在、市内で約１０００名が在住されて

います。 
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議  長   小学生で英語を必修とする時代、このようなのが増えてくるのか

なと思う。 

 

平井委員   成人式に去年初めて参加したが、 後まで私語がひどかったが、

今年は少し改善されたのか。このような状況はどうすることもで

きないのか。 

生駒市歴史文化基金の全体収集額が少ないように思う。ＰＲ次第

でもう少し協力してもらう方法はないのか。 

 

西野課長   全国的に各地でかなりひどいケースもあると思いますが、平成 

２５年度生駒市成人式開催に関しては、平成２４年度以前までア

トラクションで生駒山麓太鼓を披露後に式典を行っていたもの

を式典後の記念行事の一環に変更しました。壇上の来賓の祝辞を

頂いていたのを時間短縮し、式典が早く終るよう生駒市議会議長

だけとし、祝辞も短くしていただくなど協力していただいていま

す。 

成人式対象者は４月～翌年３月までで、同窓会のような形で集ま

って楽しく歓談したい思いがかなりあるようです。成人式後も同

窓会という形で集まることが多いようです。 

 

錦課長補佐  歴史文化基金に関して寄附金を頂いているのと共に、ハンドブッ

ク、文化財マップの売上金を基金に振替え、各社寺、往馬大社、

宝山寺などに募金箱を設けさせて頂き募金を集めています。生涯

学習各施設にも設置し協力を呼びかけていますが、ご指摘のとお

り少し少なくなっている状況です。今後もホームページ、広報等

でＰＲさせていただき、２月に開館する「ふるさとミュージアム」

をご覧いただきながら基金への呼びかけをしたいと考えていま

す。 

 

議  長   成人式に毎年参加しているが、新成人が司会等運営しているので

だんだん良くなってきている。来賓の方々の長い祝辞は嫌がるの

で、壇上から大きな声で大事な点のみを述べるとよく聞いていた。 

 

清水委員   良くなってきているとは思うが、学校の入学式等の式典では親が

悪い例を見かける。参観でも後ろで話しをする親がいる状況が

多々あると聞くので、このような状況を社会教育でなくしていく

ことが我々に課された課題かと思う。 

 

柳田委員   ＰＴＡの役員と話しをすると、参観に私語が多い所もあるようだ。

入学式では入学記念のクラス写真を撮影するのに、親が写真屋の

邪魔をするので困っているとも聞いている。 

また、運動会の 後の挨拶には誰も残っていないというような状

況もあると聞いている。 
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柳田委員   先ほど、生涯学習で学んだことを学校の部活動にと述べられたが、

壱分小学校のクラブ活動では地元の方に来ていただいているの

は、囲碁と将棋だけである。子どもにクラブで何をしたいかと尋

ねてみたが、お年寄りが教えたいことと、子どもがクラブでした

いことに隔たりがあるため来ていただく件数が少ないのかなと

思う。難しいかと思うが、できるだけ地元の方に来ていただける

ようにしたい。 

先日、清水委員に地元の話しをしていただき大変好評であった。 

これからもこのような活用をしていきたい。 

 

議  長   商工会議所の方から感想はいかがか。 

 

大原委員   生涯学習課の方々にはよくやっていただいていると思う。 

１つ質問ですが、若者自立のための無料相談会をなぜ始めたのか

少し説明をお願いしたい。 

 

西野課長   近、社会問題にもなっているニート、ひきこもりの問題は、非

常に範囲が広く、精神疾患がからむ問題であれば健康課が対応し

ています。１８歳までの不登校、ひきこもりは教育指導課あるい

は、子ども課子どもサポートセンターでの相談で対応し、発達障

がいは、障がい福祉課といろんな部門があります。これらを一つ

の所で集めてというのは、今までできていなかったと思います。

これらをサポートステーションなど、相談の機会を生涯学習で中

継する形を取り、昨年度までは月１回程度でしたが、今年度から

は、「なら若者サポートステーション」「若者サポートステーシ

ョンやまと」の２機関の協力を得て毎週相談窓口を設けています。

昨年度と比較すると、昨年４７件であった相談件数が、今年度は

１１月末までで８２件とかなり増えています。 

       ニート、ひきこもりのお悩みの方、家族の方、本人の相談が増え

てきています。できるだけ機会を提供し、気軽に相談できるよう

な機会、場を提供していきたいと思っています。 

 

大橋委員   ＤＶ等の問題は、女性センター、ハローワーク、こども課で行っ

ているが集まってこない。これらの人々に良いアドバイスをして

あげてほしい。 

 

議  長   子ども会の川崎委員からも何か意見などお願いしたい。 

 

川崎委員   先ほど質問のあった危険予知トレーニングですが、「危険予知ト

レーニング」「ＫＹＴ」としていだだきたい。Ｋは危険、Ｙは予

知、Ｔはトレーニングで略してＫＹＴである。 

       ５分間ＫＹＴというのがあり、毎回絵を描いて間違い探しをして
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行事に望んでもらう。どこが危ないか、どこか危険なのかを皆で

探して身に付けていく。 

       スポーツ振興ではドッジボールを屋内でしている。屋外において

親子で遊ぶ軽スポーツの紹介ができなく申し訳ないと思う。ドッ

ジボールは学校でも行うため、子ども会では少し学校と違ったル

ールで行っている。父親や母親たちにも応援していただき、いい

流れになっていると思う。市と関わりながら行っているのであり

がたいと思っている。 

 

議  長   金正委員も何かお願いしたい。 

 

金正委員   青年協議会では、私たちより先輩たちの時は活気があって楽しか

った。私たちの年代は年々ボランティアをする人が減ってきてい

るように思う。私たちの身の周りの友人たちは、生駒は好きだが、

生駒の外に出たいという気持ちの人が多い。生駒にとどまってほ

しいと思う。昨年、※ＩＤＥＡ（イデア）の人たちが頑張ってく

れていると聞くので、もっと大きくふくらましていってほしいと

思う。 

 
※ ＩＤＥＡ＝平成２５年成人式実行委員の有志による生駒市青年チーム「ＩＤＥＡ」のこと。

いこま雪まつりで生駒山麓太鼓との南中ソーラン演舞のコラボレーションやどんどこまつり

で模擬店を出店するなど各種イベントに参加している。 

 

議  長   どうすればボランティア活動が増えるのか、今後は社会教育委員

会議でも考えたい。 

 

  審議案件（３）平成２６年度社会教育基本方針及び重点目標（案）について 

 

議  長   平成２６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２６年度社会教育基本方針及び重点目標（案）につき、松田

議長と赤尾副議長と事務局が事前に協議し、作成した案について

検討をお願いしたいと思います。基本的には平成２５年度基本方

針は変更していません。また、重点目標についての変更点につい

ては表示してある６項目について読み上げます。 

 

錦課長補佐  （１）生涯学習の環境整備について     （資料３参照） 

 

上  埜   （２）生涯学習施設の効率的な運営について （資料３参照） 

 

向田館長   （３）図書館運営について         （資料３参照） 
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錦課長補佐  （４）文化財保護について         （資料３参照） 

 

錦課長補佐  （５）青少年の健全育成について      （資料３参照） 

 

中田課長   （６）スポーツ振興について        （資料３参照） 

 

議  長   事務局から平成２６年度社会教育基本方針及び重点目標（案）に

ついて説明があったがこの案について何か意見はあるか。 

 

池田委員   子ども健全育成を考える場合、検討していただきたいことは、世

代間交流についてである。お年寄り、子どもの参加する学校での

世代間の交流をどんどん増やすのが大事なことだと思う。社会教

育の一つとしてのあいさつ運動にはお年寄り、親子、若い人が参

加している。各地のお祭、往馬大社の火祭り、運動会等にも世代

間交流をテーマに入れていけばもっと良くなるのではと希望を

もっている。 

 

西野課長   世代間交流は、今まででも本市で多く行っています。生涯学習推

進連絡会で例年、親子シリーズ事業や異世代間で創作（クラフト）

活動するサイエンスライブにおいても行っています。２６年度は、

具体的な事業よりは、交流のできる機会を広げていくような場の

提供をさらに検討していきたいと思っています。 

指定管理者で色々な企画をして自主事業を実施しています。現在

の市主催事業においても民間のノウハウを活用した事業として

進めていくように移管していきたいと考えています。 

 

議  長   意見が出たことを、来年度基本方針重点目標に向け何処かに入れ

ていただくよう検討をお願いする。 

 

西野課長   提案いただいたことを検討していきたいと思います。 

 

米田委員   ３０年前の成人式は生駒小学校で行われた。私たちは、道徳教育

も受け秩序もあった。 

その時記念品をもらったが、今も記念品はあるのか。 

 

西野課長   成人式記念品は、平成２５年度から廃止となりました。出身中学

校のクラス単位で撮影した写真を記念品としています。個人情報

に関わるため個人パスワードで開けるようにして、インターネッ

ト配信でデータを提供しています。 

 

議  長   平成１８年に大きく教育基本法が変更となった。従来は、学校教

育、社会教育だけだったが、新たに生涯学習と家庭教育重視が加

わった。人々が生涯学習を行い、ボランティア活動等として社会
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に還元する。新しい教育基本法にはそうした法的背景と現状につ

いて書かれている。生駒市の基本方針には、人々が生涯学習を進

め、生涯学習を終えた人たちが、ボランティア活動をして教育を

中心に地域社会を作り直すと述べられている。この方向性につい

ては、来年度も変える必要がないと考える。また、各セクション

の重点目標についても、生駒市は多岐にわたり取り組んでいる。

求められている成果を今のように上げていくのは、日常の並々な

らぬ努力の結果である。来年以降も頑張っていただきたいと思っ

ている。世代間交流については、この中の一部に入れていただき

この重点目標、基本方針として来年やっていくことを了承願いた

い。 

 

 （４）その他  

 

議  長   案件（４）その他について事務局からお願いする。 

 

事 務 局   生駒市では事務事業の見直しをしており、副市長を中心に課を単

位とした仕事の棚卸し「所属業務レビュー」を実施しています。

社会教育委員会議については、「会議の開催回数を見直すととも

に、次期の委員改選時に委員数１０人以下への削減を検討された

い。」との 終結果が出ています。会議の開催回数については、

既に昨年度から年２回に減じています。今年度については本日が

後の会議となり、委員数の削減については、現委員である皆様

方の任期が終った後、次年度の委員選出に反映していきたいと考

えています。任期が平成２６年５月３１日までとなっており、次

期社会教育委員選出を行う予定ですが、各選出母体である団体の

役員改選が毎年４月から５月頃に行われる時期に合わせて選出

依頼をさせていただきたいと考えています。 

なお、現在、芸術協会から選出いただいている委員については、

当初芸能協会と交互にされることとなっているため次回は芸能

協会からの選出となります。 

平成２６年度第１回社会教育委員会議の開催は来年６月以降に

行う予定ですので、よろしくお願いします。 

 

議  長   市の方針として、社会教育委員会議人数を１０人以下にする方向

性が出ている。行政は細くしていくのが大きな流れのようで、日

本全国そのように進んでいる。反対しても現状維持になるような

ものでもない。来年度人数が削減されることを了承願いたい。平

成２６年度第１回社会教育委員会議は、来年６月以降に事務局か

ら通知される。 

 

西野課長   平成２６年度重点目標の池田委員のご提案につきまして、今回の

会議は、２回目で今年度 後となりますので、次回は次年度の会
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議になります。そのため、この案について事務局、松田議長と赤

尾副議長と相談して決定させていただきますようお願い致しま

す。なお、文言修正については、事務局に一任していただくよう

にお願いします。 

 

池田委員    一任する。 

 

議  長    他に何もなければ、以上で第２回社会教育委員会議を終了する。 


