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平成２３年度 第３回社会教育委員会議会議録（要約） 

 

１ 日 時 平成２４年３月２２日（木）午後１時から 

２ 場 所 生駒市役所 ４０１・４０２会議室 

３ 出席者 

 （委 員）松田孝一議長・赤尾勝己副議長・池田健二委員・池田誠也委員 

川崎ひろ子委員・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・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・玉田人権

教育係長・上田生涯学習係長・伊藤生涯学習課主査 

 （欠席者）奥田佳穂里委員・川崎裕平委員・幸元淳子委員 

 

４ 案件 

（１）奈良県社会教育委員連絡協議会及び奈良県公民館連絡協議会合同研修会の

報告について 

（２）平成２３年度重点目標についての実績・成果について 

（３）平成２４年度生駒市社会教育基本方針及び重点目標について 

（４）平成２４年度事業・施策について 

 (５) 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）奈良県社会教育委員連絡協議会及び奈良県公民館連絡協議会合同研修会の

報告について 

 

議  長   案件（１）奈良県社会教育委員連絡協議会及び奈良県公民館連絡

協議会合同研修会の報告について、事務局から説明を求める。 

 

事 務 局    （内容についての説明） 

       この研修会は、台風 12 号により中止となった第 23 回奈良県社会

教育研究大会及び第 59 回奈良県公民館大会にかえ合同研修会と
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し平成 24 年 2 月 1 日かしはら万葉ホールで開催。委員 3 名、事

務局 2名参加。 

       舌耕家（ぜっこうか）栗木剛氏の基調講演は、地域の中で人のつ

ながりの大切さ、つながり・支えあいを言葉で伝え合うことが効

果的であることなど聞く人の心をはなしでやわらげるような講

演であった。 

 

議  長   案件（2）に入る前に前回の会議で、平成 23 年度生駒市教育委員

会活動点検評価報告書に関する今後の活動と方針のところで、

「小中学校の運動能力が全国的に劣っているのは、どのような運

動能力が劣っているのかデーターに基づいて説明をしてくださ

い」という質問に対しての説明をお願いする。 

 

中田課長   平成 22 年度に行われました「全国体力・運動能力、運動習慣等

調査」の結果は次のとおりです。 

       小学生について、男子は全国順位で 45 番目、女子は全国順位で

45 番目であり、男女総合での順位は 46 番目である。 

       中学生について、男子は全国順位で 43 番目、女子は全国順位で

42 番目であり、男女総合での順位は 43 番目である。 

       従って、小中学校において全国的に全般的な運動能力が劣ってい

るが、特に、小学生男女共に握力が、中学生男子は上体起こし、

前屈が、中学生女子は、前屈が劣っている。 

 

（２）平成２３年度重点目標についての実績・成果について（資料 1） 

 

議  長    平成２３年度重点目標についての実績・成果について総括として説 

明をお願いする。 

       

今野課長補佐  誤字があり1ヶ所訂正あり。 

       （１）生涯学習の環境整備について（詳細説明） 

（２）社会教育施設の効率的な運営について（詳細説明） 

   図書の運営管理等については現状のまま市の直営になってい

る。 

向田副会館長 （３）図書館の運営について（詳細説明） 

 

議   長      平成23年度の実績成果を3点まで説明したが、何か質問等があるか。 

        前回の会議で指定管理者制度の具体的な内容等の質問が出たが、説
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明のとおり業者も決まり、公民館という名前も今後、社会教育法の

規定により使えなくなることで公民館等の名称変更、３つの館の名

前の市民公募し、決定した報告があった。図書館についても説明が

あった。これらのことについて何か質問等があるか。 

 

赤尾委員    図書館について、ホームページのアクセスで貸出延長は何回でき、

どのくらい期間できるのか。 

 

向田副会館長  通常2週間5冊までとなっているが、電話、インターネットから1回

のみあと2週間延長できる。なお、次の予約がある本については延

長することができない。また、年末年始等もともと貸出期間が長い

ものについても延長はできない。 

 

議     長        他に質問があるか。 

 

池田委員    公民館施設について、南別館（藤尾町にある）それが「やまびこホ

ール」になるのか。 

 

上埜館長    生駒市中央公民館南別館が「やまびこホール」という名称変更にな

る。 

 

池田委員    せせらぎ会館の名称はどうか。 

 

上埜館長    せせらぎは、いままで通りの名称である。 

 

平井委員    中央公民館が「たけまるホール」になると、その中のホールは「サ

ンホール」となるのか。 

 

上埜館長    現在、中央公民館の中の大ホールを「サンホール」と呼んでいる。

建物の名称を「たけまるホール」と変更し、その中のホールについ
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ては平成5年に「サンホール」という名称で使用開始しているが、

建物名称が「たけまるホール」となる関係で、愛称のついた「ホー

ル」という言葉が２つ重なるのはまぎらわしいので、今後は「大ホ

ール」という名称にさせていただく予定である。 

 

議     長      重点目標についての実績・成果の総括の続きをお願いする。 

 

今野課長補佐  （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     重点目標(4)(5)(6)について、何か質問あるか。    

 

島谷委員    文化財保護について、生駒歴史文化友の会が開始され日が経つが会 

員加入数はどうなっているのか。 

 

西野課長    友の会入会状況は、平成24年2月末現在で84名（正会員72名、賛助

会員12名）となっている。 

 

池田健二委員  決定している指定管理者は教えてもらえるのか。家庭教育学級につ 

いてどこの小学校なのか。 

 

西野課長    指定管理者の候補者は先ほど説明があったとおり、現在３月議会の 

         議案として指定管理者ＪＴＢ南海グループが一つの共同体とし、候 

        補者の第１位として議会に提案している。予定は3月23日の議会の 

議決で承認いただけると、ＪＴＢ南海グループが指定管理者に決定 

する。 

家庭教育学級は鹿ノ台小学校で、鹿ノ台地域に公立幼稚園がないた 

め１校のみである。他の地域に公立幼稚園が９園あり全園開設し 
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委託実施している。           

議  長    それでは、案件(3)の平成24年度生駒市社会教育基本方針及び重点 

目標について説明をお願いする。 

 

事 務 局   平成24年度生駒市社会教育基本方針及び重点目標については、平 

        成23年度生駒市社会教育基本方針及び重点目標を基に作成し、変 

更部分については下線で表示している。 

前回、清水委員からご指摘がありました「少子高齢化社会」とい

う表現について、老年人口が14%を超えると高齢社会と言われて

おりますので「少子高齢社会」とした。生駒市も今年8月1日現在、

20.8%の高齢化率になる。 

 

議  長    事務局から説明があったが、他に何か意見はあるか。 

         

清水委員     これまでの社会教育をとおして目指す生駒像を端的に出す必要があ

るのではないか。会議ではよく分かるが、一般の人には、内容がつ

いていかない気がする。例えば、社会教育を通してあいさつのでき

る子どもを育てようとか、掃除をしようといった具体的な社会教育

と通して目指す生駒市民像というものをたてる必要があると常々

思っている。公民館活動、図書館に来る人もあいさつをかわし合う

ことや体育行事もまずあいさつから始めようではないかというよ

うな何か一つに集約するようなポイントがあれば分かりやすいの

ではないか。 

 

議  長    生駒市としてスローガン的な目標はあろうかと思うが、社会教育に 

関してのスローガンはあるのか。なければこれから備えればいいの 

ではないか。社会教育を通して生駒の将来像を示していただきたい。 

 

西野課長     スローガン的なものというのは具体的に生涯学習をテーマにした

ようなものは今のところない。この社会教育委員会議をとおして
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色々な意見をいただき、次年度以降に反映していければと思ってい

る。市としてのまちづくり等は市民憲章をベースにしたような事業

施策で市民憲章は憲法みたいな形での生駒市の大きな目標である

かと思っている。生涯学習としての具体的なものはないので、会議

をとおして委員の皆様で検討いただければありがたいと思ってい

る。 

清水委員    この基本方針の中で「いきいきと楽しく、心ふれあう、まなびの都

市（まち）・生駒」はよく分かるが、具体像となってくるとイメー

ジが違うのではないか。これをより集約した形で、報告にあったよ

うな活動をとおしてどのような生駒像の市民を作りあげるのか、本

当に分かりやすい言葉でできないか。例えば、あいさつしようでは

ないか。子供も大人もしようでないかということに集約していく。

それが書かれている基本方針を具体化していく一つの方法ではな

いかと思う。生駒の市民憲章は5つあるが、具体性を持った親しみ

やすい言葉で社会教育をとおして生駒の市民像をつくるのであれ

ば、それに向かって報告にあったような公民館活動やスポーツイベ

ントをとおして目的としていただけるのではないか。 

 

赤尾副議長  生涯学習が社会教育をとおして具体的な市民像を作ってしまうと逆

に市民の方々にあるイメージを強制してしまう側面もないこともな

い。そのあたりは、自由のあるものでやらないと絶対にあいさつを

しなければいけないという話でもないような気がする。十分に議論

しなければならない。 

 

議  長    この件について意見、考え方等何かあるか。  

 

赤尾副議長  他市においても具体的な市民像を打ち出すところまでやっていない。

生駒市だけ打ち出さなければならないこともない。他市の状況も見

たほうがいい。 
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議    長         生涯学習は最終的にどのような目的を持っているのか。社会教育、

学校教育、家庭教育を含め、一人の人間の自己実現を図っていくこ 

とが教育の基本的な方針である。一人一人の自己実現、持っている 

夢、人間性そのもの、これらを実現していく。生涯学習はもちろん

自己実現の確立という目標を持っているが、同時に今日の生涯学習

は、単に個人の自己実現だけでなく、社会の進歩・変革、社会自身

の自己実現を大きな目標にしている。そのうちの一つが、地域づく

り・社会づくりである。この頃盛んにコミュニティの確立と言われ

ているが、地域社会はいきいきとして皆が育っていくような社会を

作っていくという目標を生涯学習は持っている。社会教育の目標は、

自己実現を図ることの手助けをする。生涯学習の最終目標は、自己

実現と社会の変革・成長の二面を持っていると理解している。そう

いう形の基に色々な生涯学習を市民の方々にもしていただき、行政

はそれらを含めていろいろな事業等を考えながら作っていくもの

であると理解している。統一的なスローガン「いきいきと楽しく、

心ふれあう、まなびの都市（まち）・生駒」はまさに、みんなが郷

土愛を持ち生駒自身を変えていく、より成長させていくということ

が基本方針に書かれていると思っている。 

 

赤尾副議長   生駒市では生涯学習はどのように定義しているのか。生涯学習推進 

計画があると思うのだが。 

 

西野課長    生涯学習基本方針が10年前に作成されたものがあり、平成18年度に

見直し検討をしたものがある。19年2月ごろ基本方針はやはり、変

遷の激しい時代に方針を年度ごとに変えるのは難しいので、あくま

でも推進計画というのが10年前にあり、それの一定方向性を見出す

ような形で方針を決め、あとは時代に即応して対応していくのが時

代に応じた課題をクリアしていくのにいい方法ではないかと思う。

例えば、指定管理者制度について平成19年度時には基本的な方針の

中に指定管理者導入をするかどうかはなかったと思われる。その後、
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大きく言えば経費節減ということもあったが、それ以外に一般の各

企業の考えも取り入れ、有効的に施設を活用するにあたり指定管理

者制度の導入が必要という方向で検討に進んできたと思う。 

 

議  長    いま提案いただいたことは、非常に大切なことであり、日々行って 

いる会議の中でその方向性を定めていくことが大切である。赤尾副

議長からの意見も含め、我々が頭の片隅に置き、生駒の生涯学習の

あり方を序々に構築していくのがいいと思う。 

それでは、平成２４年度生駒市社会教育基本方針及び重点目標は、 

提案のとおりで決定してよいか。 

 

委  員      （異議なし） 

 

議  長    平成２４年度生駒市社会教育基本方針及び重点目標を決定する。 

 

議  長    それでは、案件（４）平成２４年度事業・施策について、事務局か

らお願いする。 

 

今野課長補佐  平成２４年度事業・施策につきましては、「平成２４年度社会教育

基本方針及び重点目標」における重点目標６項目の体系に沿った形

で、事業の詳細を列記しておりますのでご覧いただきたい。 

 

議  長    疑問があればその都度質問をお願いする。 

 

赤尾副議長   人権教育推進事業について、外国人住民教育推進懇話会開催に関し

て、生駒市には外国人登録している方は何名いるのか。日本語教室

の開催にどのような国の方々の参加があるのか。 

 

玉田係長    外国人住民登録数は、平成23年12月1日現在で1,050人である。 

        北コミュニティセンターはばたき教室と図書会館教室の２ヶ所で
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現在日本語教室を開催しており、一番多い国は中国で、続いてフラ

ンス・アメリカ・ベトナムなどの国々が数名程度の内訳である。 

 

島谷委員    人権啓発図書・ビデオ貸出とあるが、今の時代、DVD貸出にした方

がいいのではないか。 

 

玉田係長    過去からビデオ約100本以上購入しており、近年新たに購入する人

権教育映像についてはDVDになっている。時代はこれからDVDになる

が数量で言うとビデオが多いため、ビデオ貸出とまとめている。 

 

島谷委員    学校関係に貸出は、DVDデッキになりビデオが見れない状況になっ

てきている。 

 

玉田係長    その時は、ビデオデッキの貸し出しをしている。 

 

池田健二委員  青少年の健全育成について青少年指導委員は何名いるのか。何処の

団体が推薦されているのか。 

 

西野課長    現在、生駒市青少年指導委員は124名である。選出母体は、自治会

やＰＴＡや教職員から推薦をいただいている。中学校区ごとに巡回

指導の年間活動、街頭指導も報告をいただいている。青色回転灯防

犯パトロールに加え、公用車の横のボディに巡回中のステッカーを

貼って啓発をし、市の職員が公用車で市内を回る時に登下校に際し

ての見守りする形をとっている。指導委員を対象にした研修会を年

４回開催し、生駒警察署からの講演や色々な活動されている方の事

例発表等の自己研鑽をしていただいている。 

 

山田委員    新聞にも大学・専門学校の卒業生が50%や高校卒業生の30%が定職に

ついていない。私の記憶では大学卒が3年以内に1/3辞める。その辺

りはどのように考えるのか。それは辛抱が足らないのか。社会に役 
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立つための教育が学校教育であるのに、そうなっていない学生

の意識を変えていくのに一から1年ぐらい教育しなくてはなら

ない。この施策はあるのか。 

 

赤尾副議長    これはよく言われていることである。しかし、単に若い人の辛抱

が足りないという話だけではない。非正社員が低い賃金で定時で

終える。一方、少ない正社員が長時間頑張っており、長時間労働

を強いられている実態がある。兆時間労働が若い正社員にふりか

かるという過酷な労働条件のあることもみなくてはならない。辛

抱が足りないレベルの話だけでもないので、両方みなくてはなら

ない。 

 

山田委員     長時間頑張る人はどうなるのか。 

 

赤尾副議長    頑張りすぎると間違えれば過労死になる。 

 

山田委員     外国人はどのような仕事でもする。日本人は単純な仕事はやらな

いが自分の好きな仕事は何時間でもやる。面白くないとやらない、

やっている人もいるがもう少し辛抱できないのか、労働基準法が

どうこうではない。世界という形での競争で外国人がどんどん進

出してきている中、日本のいまの若い者がこの教育の仕方のまま

では日本人はどうなるのか。社会に適応できる人もいるが、でき

ない人が多い。学校教育に問題があると思う。 

 

赤尾副議長    学校だけではないと思う。学校の先生はよく頑張っている。 

 

清水委員     あえて言えば、私達のころは辛抱しなければならないことが多く

あった。例えば、服や靴下を綴って使う。社会が裕福になってき

ているいまはお金で解決できる時代になってきているのではな

いか。例えば、鉛筆1本使い切る時代から短くなれば買い換える
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時代となってきている気がする。 

 

議  長     今、指摘されていることは、日本の社会が抱えている非常に大き

な問題であることは事実です。戦争が終わって６０数年、今まで

の歴史がどうだったのかという大きく反省を迫られていること

のひとつである。発展途上のときの社会と成熟した社会とは基本

的に価値観が違う。現在引き起こしている色々な問題について、

社会全体で色々な部門で社会や教育について考えなくてはなら

ないことだと思う。 

         他に何か質問があるか。 

 

平井委員     生駒駅前北口第二地区図書室について、今の段階で分かっている

ことを教えていただきたい。 

 

向田副会館長    生駒駅前北口第二地区図書室設置事業について、今年度で内装

設計を行う予定であるが、生駒駅前北口再開発事業に伴い、5階

の約690㎡の公益施設を図書室として計画している。夜間開館や

インターネットによる本の受け渡しなど、駅前の利便性を活かし

て通勤通学途中にも利用しやすい施設となるように考えている。

また、読書テラスや読書カフェコーナーを備え、ゆっくりと読書

を楽しむことができる空間作りを目指している。他にも乳幼児連

れで気兼ねなく本を楽しめる場や授乳室など子育て支援機能も

兼ね備える予定である。 

          690㎡というのは南分館よりも小さいので、狭いながら駅前の

利便性を第一に押し出していきたいと考えている。3月15日号の

広報いこまにも掲載しているが、このような考え方に即して今後

細かい部分を検討していく。 

                    

平井委員     図書室の立地が非常にいいので本館よりもむしろ駅前なので使

いたい人にとっては仕事の帰りに寄ることができるし、今の図書
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室よりもコーナーがたくさんできる。蔵書冊数としてはどれくら

いになるか。 

 

向田副会館長   書室の面積が狭いので、ゆったりとくつろぐことを考えると、蔵

書冊数としては20,000冊から25,000冊の開架、あと、閉架を備え

て50,000冊規模と考えているが、これからの設計となる。駅前な

ので、本館のように広ければいいとは思うが、広さが限られてい

るので、そのなかで使いやすいものとなるよう努力していきたい。 

 

平井委員     中央公民館図書室よりは広いかどうか。 

 

向田副会館長   中央公民館図書室よりはずいぶん広いが、現在の中央公民館図書

室は本を詰め込んでいて座る場所もほとんどないので、もう少し

ゆったりと読めるようにすると蔵書冊数が限られる。そのあたり

の兼ね合いをこれから考えていく。 

 

議  長     質疑がなければ平成２４年度事業・施策については以上。 

 

議  長     続いて、案件（５）その他について、事務局から説明を求める。 

 

 

事 務 局   「その他」について、現役員の皆様方の任期が３月２５日までと

なっているので、次期社会教育委員選出をおこなう予定だが、

各選出母体である団体の役員改選が毎年４月から５月頃にお

こなわれており委嘱しても代表がすぐに変わることが想定さ

れるので、社会教育委員の任期を平成２４年６月１日から平成

２６年５月３１日の２年間と考えている。 

         なお、現在、芸能協会から選出いただいている委員については、

当初、芸能協会と芸術協会が交互に委員をされるとの話であっ

たので、次回は芸術協会からの選出となる。 
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また、平成２４年度第１回社会教育委員会議の時期については、

７月か８月頃に行う予定をしている。 

 

議  長     全体を通して、他に何かあるか。 

 

池田健二委員   社会教育委員の人数は決まっているのか。 

 

西野課長     社会教育委員については、生駒市の条例で法定化されていて、

定員で１５名が委員とされている。現在は１４名となっている。

なぜかというと、以前に社会教育委員会議と図書館協議会と公

民館運営審議会の３つの諮問機関がありこれらを一元化して、

社会教育運営部会と図書館運営部会の２つの部会を設け、委員

はそのいずれかの部会に入っていただくことになっており、７

名ずつとさせていただいている。現在は全体会として開催して

いるが、新たな議題がでてきた場合、部会を開催することとな

る。現在のところ１４名で進めていく予定である。 

 

議  長     他になければ、以上をもちまして第3回社会教育委員会議を終了

とする。 

 

  


