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会 議 名 令和元年度 第１回 稲沢市社会教育委員会・公民館運営審議会 

開催日時 令和元年６月４日（火）午前９時３０分～午前１０時４０分 

開催場所 稲沢市勤労福祉会館 第２・第３研修室 

主  催 生涯学習課 

議  題 ◎ 辞令交付 

◎ あいさつ（教育長） 

協議事項 

１ 平成３０年度主要事業報告について 

２ 令和元年度社会教育目標に係る主な取り組みについて 

３ その他 

出 席 者 【委員】 

中西千鶴子、恒川なおみ、山内晴雄、𠮷川光彦、定行加保里、渡辺香織、

栗林芳彦、福島俊治、加島和典、佐藤あや子、今井一博、河村禎之、 

野々部由美恵  ※欠席…川口清子 

【事務局】 

（教育長）恒川武久 （教育部長）遠藤秀樹 

（生涯学習課）課長 岩田勝宏、主幹 江頭弘幸、主査 大﨑敬介 

   主事 日野幸治 

（スポーツ課）課長 長崎真澄、主幹 内藤邦将 

（図書館）館長 前橋桂子、主幹 塚本ゆかり・三ツ井裕之 

（美術館）館長 山田美佐子、主査 片岡貴広 

備  考 傍聴者なし 

 

 

【会議概要】 

◎ 辞令交付 

 

◎ あいさつ 

（教育長） 

  昨年度は稲沢市制 60周年の節目の年であり、様々な催しを展開していく中で、改めて

稲沢市を知っていただき、誇りと愛着を感じていただけたのではないかと考えています。

中でも、事業の推進にあたり、市民の方々の熱心な取り組みを見させていただき、感心

しているところで、改めて感謝を申し上げます。 

  本日は、ご多用の中、会議に御出席いただき厚く御礼申し上げます。本日、各小中学

校ではギリシャ給食デーということで、ギリシャに関わる料理を出させていただきます。

特に稲沢市は、東京オリンピック・パラリンピックについて、ホストタウンとして様々

な事業に取り組んでおり、ギリシャのオリンピア市とは姉妹都市提携を結んでいるとい

うこともありまして、今年度特別にこのような事業を持たせていただきました。ギリシ

ャの給食を通して、外国の文化への理解が深まればと期待しています。また、ギリシャ

の全権大使がお見えになるということで、新たな交流も期待できるのではと考えており

ます。このギリシャ給食デー参加のため、本会議は途中での退席となりますのでよろし

くお願いいたします。 

  また、東京オリンピック・パラリンピックに関わることでもう一点、新聞等で報道さ

れているとおり、聖火が稲沢市を通ることになりました。このような機会を通じて、オ

リンピックを身近に感じてもらい、大会が一層盛り上がっていくことを期待しています。 
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  社会教育委員の皆様方には様々な場面で御指導を頂いているところですが、私自身、

市民の皆様が自らの課題を見つけ、学び考えていくことで、社会が変化してもどのよう

に生き抜いていくのか、暮らしていくのかということを考えながら地域づくりができる

と良いのではと考えています。 

  そのような中で、昨年９月に中央教育審議会の生涯学習分科会が開かれ、人口減少時

代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興策について議論がなされました。その中

で、社会教育と学校教育の連携強化にあたり、取組みの拠点として３つの社会教育施設、

具体的には公民館、図書館、博物館が取り上げられていますが、今後期待する役割とし

て、公民館には住民が主体的に地域課題を解決するための学習推進や、それを実際の活

動につなげる役割を、図書館には個人のスキルアップや就業等の支援を、博物館には学

習内容に即した展示、教育事業の実施など、地域の学校との連携をそれぞれ求めている

ところであります。このような様々な課題に道を付けていただいているのはこの社会教

育委員会であり、委員の皆様方であると捉えております。本日の会議を含め、様々な機

会に御意見・御提言を承る中で、一つひとつ着実に前進させていきたいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

  本日２年間の辞令を交付させていただきました。今後の格別のお力添えをお願い申し

上げ、あいさつとさせていただきます。 

 

◎自己紹介 

 委員・事務局の順に自己紹介 

 

＜教育長・教育部長退席＞ 

 

◎協議事項 

１ 委員長・副委員長の選出について 

 

（生涯学習課長） 

 委員長、副委員長の選出にあたり、条例や規則に定めはございません。前回は互選によ

り委員長を選出いただき、委員長の指名により副委員長を選出いただきましたが、今回は

いかがいたしましょうか。 

 

（委員Ａ） 

 前回と同じく、山内晴雄委員に委員長をお願いし、副委員長の選出は委員長にお任せし

たいと思います。 

 

※他の委員より拍手。その他推薦なし。 

 

（生涯学習課長） 

 委員の皆様にお認めいただきましたので、山内委員よろしくお願いいたします。続いて、

副委員長の御指名をお願いします。 

 

（委員長） 

 恒川なおみ委員にお願いしたいと思います。 

 

※拍手により承認。委員長、副委員長は席を異動。 
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（生涯学習課長） 

 それでは委員長、副委員長からごあいさつをいただきます。 

 

（山内委員長） 

 山内です。様々な分野で御活躍の皆様方のお力添えをいただき、稲沢の社会教育のあり

方など御意見を頂きたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（恒川副委員長） 

 ６枚目の委嘱状をいただくとは思っておりませんでしたのに、副委員長の御役目まで仰

せつかり、身が引き締まる思いです。昨年度までの審議を通しまして、多くの課題が出て

きております。今年度もまた、新しい課題が出てくるかと思います。皆様方のお力添えを

いただきまして、稲沢市の社会教育が充実していくよう、皆様方と進めていきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 

※以降議事は委員長により進行 

 

（山内委員長） 

 議事を進めさせていただきますが、儀式的な話はここまでとして、少しお時間をいただ

いて具体的な話をさせていただきます。昨今は社会の中で、大きな問題が起こっています。

これで良いのかと思ったのは、首相まで出てきて仰っていることが、通学路の安全だった

りします。これには違和感を禁じ得ません。これは学校が日頃努力すべき問題であり、出

てきたモグラを叩くような手法は好ましくないと感じます。出てくるモグラのない社会を

つくるべきではないでしょうか。これが社会教育の役割ではないかと思います。社会教育

と生涯学習という言葉が分離されてから随分経ちますが、これについて、ある時まではい

い方向に向かっていると思っていました。社会教育という言葉はどうも上から目線だと。

社会に公共の立場がああしなさい、こうしなさいというのはよろしくないと。そうではな

く市民目線で、市民自らが学ぶ生涯学習をということで、課の名前も社会教育課から生涯

学習課という名前に変わりました。それから随分経ちます。しかし、そのうちに、国や県

もそうですが、社会教育よりも生涯学習の事業に重点を置いてしまうようになりました。

世の中で時代の変化がどんどん起こってきます。それによって人の心や価値観も変わって

きます。社会が平和で安定的にやっていくために、何が必要なのか。時代が変わり生活様

式が変わった時に、そこに起こる問題は何なのか。そのために、事業としての生涯学習を

どのように進めて行ったらいいのか。このように全体的な社会の有り様を見ながら提言し

ていくのが社会教育委員の役割になります。この部分がどこかに行ってしまった。社会教

育委員の存在意義が薄れているように感じます。市民の皆さんに聞いてみても、何となく

「教育委員」というのがあるのは分かっていますが、社会教育委員については「社会教育

委員会なんてあるの？」と言われます。これは危惧すべき点です。本来、社会教育という

のは、学校教育も何もない太古の時代からあったものです。その中で、社会の動きに合せ

て家庭教育も行われてきました。つまり、社会教育の中に家庭教育もありながら、ずっと

行われてきたのです。明治になって学校教育制度が創設されました。女性も含めてすべて

の子どもが学校に行くようになってから１００年余りしか経っていませんが、この学校教

育というのは、社会教育の中で、特に「学」に関わる部分を計画的・系統的に進めていく

ものだったはずです。しかし、現在では学校教育・家庭教育・社会教育がまるで独立した

かのように語られています。学校教育や家庭教育をそれぞれ一生懸命やっていても、社会

全体のバランス、今、社会の中で何が問題なのか、どうあるべきなのかという視点がなく

てはなりません。これらを教育委員会と連携して提言していくのが私たち委員の役割だと
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思いますが、稲沢市ではこれが十分に出来ていません。 

 次に、公民館についてです。稲沢市の場合、他の市町との大きな違いがあります。今日

の会議は社会教育委員会と兼ねて公民館運営審議会になっていますが、これは稲沢市に公

民館がないためです。ここが他市町との違いです。委員の中には「公民館は稲沢にもある

のでは」というかたも見えるかもしれません。確かに、私の住む地域にも「日光公民館」

というものがあります。しかし、あれは町内会の公民館です。稲沢市の場合は、市民セン

ターが公民館の役割を果たしているということになっていますが、他市町村における公民

館とは異なります。他市町では社会教育委員会から提言があった事項を、それぞれの市町

の公民館が、提言の実現に向けてどのような事業が必要なのかを考え、計画し、実施して

います。お隣の一宮市でもそうなっていますが、稲沢市では生涯学習課が直轄で事業を実

施しています。これを今から各地区に公民館を整備して変えていくというのは現実的では

ありません。稲沢市は稲沢市として、その特色を生かしながら、どうあるべきかというこ

とを議論していけたらと考えています。 

 今、社会では４０歳から６４歳までの年代の引きこもりが３１万人いると言われていま

す。８０－５０問題とも言われますけれども、親が８０歳になって子どもが５０歳になっ

ても、引きこもっている。これは、私たちが現職の教員だった時代から、このような問題

がいずれ起こることは予測していました。再び社会教育のあり方が問われていると思いま

す。口では簡単に言えますが、具体的に何をするのかというのは大変難しいと思いますが、

これらのことを意識しているだけで随分違うと思います。ここにお集まりの皆様は、それ

ぞれの御立場で青少年や高齢者等のために活動されてみえると思います。私も個人的に携

わっているホタルを守る会の活動紹介のチラシを、本日配布させていただきました。今日、

この会議が終わりますと、山崎小学校で関連した授業をしてまいります。夜になりますと、

観光関連の会議があり出席させていただきます。ここでいろいろと考えたことを、また今

後に生かしていきたいと考えております。よろしくお願いいたします。それでは、大変お

待たせいたしましたが、平成３０年度主要事業報告について、事務局の説明をお願いしま

す。 

 

 

２ 平成３０年度主要事業報告について 

※資料１について各課補足説明 

（生涯学習課） 

・公民館活動団体の推移について、平成 30年度は若干の増となった。 

・尾張国分寺跡については、平成 30年 10月 15日に、それまでの史跡の範囲を拡大して国

から追加指定を受けた。 

・市民会館、勤労福祉会館及び総合体育館については、今年度から、昨年度設立した稲沢

市文化振興財団を指定管理者として管理運営を行っている。 

（スポーツ課） 

・スポーツ教室及び生涯スポーツ推進事業について、主に子どもや高齢者を対象に実施し

た。 

・地区体育振興会について、市内に 15の振興会があり、運動会をはじめ、ドッジビー大会

などを開催し、地域住民の親睦を図り、また気軽に参加できる種目を実施している。 

・第 59回稲沢市民体育大会は体育協会が市から委託を受け、多数の種目で開催し 2,433人

が参加した。 

・第 30回稲沢シティマラソンは市制 60周年記念事業として実施した。 

・稲沢市スポーツレクリエーション協会は第 18回稲沢市民スポーツレクリエーション大会

を開催し、グラウンドゴルフをはじめ５種目で 749人が参加した。 
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・稲沢市スポーツ少年団は 14の団に 615人が加入し、軟式野球、ソフトボール、サッカー

などの活動をしている。 

（図書館） 

・図書館利用者数は減少傾向にあり、特に平成 30 年度は図書館システム更新作業のため、

年末から 1月 21日まで図書館システムを停止し、図書館３館及び全公民館の図書室を休

館したため、例年より更に減少している。 

・図書館利用者の減少は全国的な傾向ではあるが、利用減に歯止めをかけるため、事業、

イベント、ボランティアの育成、ブックスタート等ソフト面の充実を図り、本を見て触

れて楽しむ図書館の魅力を伝えるための取り組みを進めている。 

・平成 30 年度は新たな取り組みとして、「大人のための絵本タイム」や「大人のための映

画鑑賞会」、「雅楽やオペラ歌手の演奏会」などを実施し、図書館を知っていただく、来

館していただくきっかけづくりを行った。 

（美術館） 

・現在、荻須作品の所蔵点数は 238点。 

・特別展は「市制 60 周年 開館 35 周年記念特別展 山縣美術館の名品と荻須が見たパリ

画壇」を開催した。周年事業として大々的に開催し、市民から「ピカソやシャガール等

の名品が見られた」と好評をいただいた。入場者数も例年を大きく上回った。 

・特別展関連事業は、初めて稲沢市美術協会と連携した講座を行った。２大学との連携企

画も実施した。 

・特別展の助成金として、特別行政法人日本芸術文化振興会から助成金 163 万 1 千円を得

て実施した。 

・鑑賞教育では、学校教育課と連携し、市内小学校 23校の６年生に来館していただいた。 

 

※質疑応答 

 特になし 

※拍手多数により承認 

 

 

２ 令和元年度社会教育目標に係る主な取り組みについて 

※事務局より資料２及び資料３について説明 

※質疑応答 

（委員Ｂ） 

 スポーツ課の事業で、市内中学校への巡回指導というのが記載してありましたが、各学

校に依頼は済んでいるのでしょうか。そうでないと、間に合わないのではないかと思いま

すが。 

（スポーツ課） 

 毎年巡回指導を実施していますが、平成 30年度はバスケットボールのみでした。これは

御協力いただいている豊田合成の都合もございまして、バレーボールのほうは各学校への

巡回ではなく総合体育館に集まってもらって、合同で指導を行ったものです。ハンドボー

ルについては残念ながら実施希望校がありませんでした。令和元年度はバスケットボール、

ハンドボールのほか、バレーボールについても巡回指導をしていただけるとのお話をいた

だいていますが、詳細な日程は豊田合成と調整中です。もう間もなく各学校に御案内でき

ると思います。 

（委員Ｂ） 

 遅いと思います。本当にやりたかったら、４月当初にこういう話があるがどうかと案内

しておいて、後で日程調整するべきでは。後になって案内して日程調整といっても、学校
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も予定があるので出来なくなってしまう。学校は４月より前に年間計画を作成します。そ

の時点くらいを目途に案内すべきではないかと思う。とりあえず内容、日程を案内してお

いて、結果的にやれなければ仕方がないし、やれる状況であればやれば良いと思う。 

（山内委員長） 

 方向性として良いことをやっていただいている訳ですから、学校としても有り難いこと

をやっていただいていると感じて見えると思いますが、学校側の実情もあるということだ

と思います。生涯学習のほうでいろいろと計画されることと、実際の教育機関である学校

現場のほうが、地域連携だといってこれからますます協働する事業が増えてくると思いま

す。県のほうからもあと３年くらいですべての学校に地域連携活動ということで事業が来

るんですよね。その際に、今ご指摘のような問題が出てくる恐れもあります。少し頭に入

れておいてもらえたらと思います。この部分は、形式に拘っているとなかなか上手くいか

ないということだと思いますので、現場、実務対応ということを頭に入れながら進めてま

いりましょう。 

 資料２の社会教育目標については、昨年度この会議で内容を審議し、これでいいのでは

ないかと承認をいただいたものなので、特に大きな御意見はないと思いますが、去年とど

こが変わったのか、今どこが問題なのかなど、これからまた協議していけたらと思います。 

 私から１点、稲沢市文化振興財団、昨日理事会があり私も出席させていただきましたが、

生涯学習の事業を連携してやっていくとの説明がありました。市民会館の事業と勤労福祉

会館の事業を管理していくと。今のところ名前が変わっただけで中身に大きな変化がない

ように思います。ねらいは、稲沢市の生涯学習をもっと盛んにしていこう、効率的にやっ

ていこうということだと思います。その支援を財団がしっかりやっていくぞと。今までは

単年度決算でしか出来なかった市の事業ではなくて、財団ですからお金を貯めておいて、

次に大きな事業をやろうとか、もっとこんな企画をやろうとか出来るはずです。まだ出来

たばかりの財団ですので、皆さんにはあまり周知されていないかもしれませんが、そこの

事業との関連は、社会教育委員会としては採り上げていかなければならないのではないか

なと感じています。この点も少し頭に入れていただいて進めていければと考えています。 

※拍手多数により承認 

 

３ その他 

※委員からは特になし。 

（生涯学習課） 

・別添資料「令和元年度 愛知県社会教育委員連絡協議会等 事業予定」について説明。 

・令和元年度青少年健全育成市民大会の出席について依頼。 

・平成 30年度社会教育事業概要・図書館年報を配布。 

※質疑応答 

（山内委員長） 

 来年度は東海北陸大会が愛知県開催となります。地元での開催ですので、なるべく多く

の委員に参加していただけるよう、事務局には予算の確保についても御配慮をお願いしま

す。といいますのも、他県で開催される際には県から予算がどんと下りてきますが、愛知

県の場合は完全に自主運営なので、参加負担金での運営となります。予算的に苦しいとこ

ろがありますので、愛知県の委員さんはみなさん参加してくださいとお願いしながら運営

しているところです。御協力をお願いします。 

 

＜午前１０時４０分閉会＞ 


