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会 議 名 
令和元年度 第２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２年２月１７日（月）午前９時３０分～午前１１時１０分 

開催場所 稲沢市勤労福祉会館 第６研修室 

主  催 生涯学習課 

議  題 ◎ あいさつ（教育長） 

協議事項 

１ 令和元年度主要事業中間報告について 

２ 令和２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 

資  料 別添のとおり 

出 席 者 【委員長】山内晴雄  【副委員長】恒川なおみ 

【委員】 

中西千鶴子、𠮷川光彦、定行加保里、渡辺香織、栗林芳彦、福島俊治、

佐藤あや子、今井一博 ※欠席…加島和典、河村禎之、野々部由美恵 

【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、主幹 恒川 浩、 

主査 大﨑敬介 

（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】 

◎ あいさつ 

（恒川教育長） 

  国府宮神社のはだか祭も終わり、地域では福寿草も花が咲いて春の息吹を感じさせて

いただいております。世の中では新型コロナウィルスによる肺炎が拡がっており、大変心

配しているところです。新聞報道を見ていると、尾張地域でも発生したとの報道もありま

す。これから外出するのが心配ではないかとの声がある一方で、過剰に心配する必要はな

いとの意見もあります。ただ、「知らないもの」というのはとても不安であるので、そう

した意味で日本国民全体が心配していると思います。この時期はインフルエンザもまだ

発生しやすいので、健康には十分ご留意いただきたいと思います。 

  平素は、稲沢市の社会教育全般に渡り深い御理解と御鞭撻をいただき、また、その御提

言を様々な事業に反映させていただいている事に対し、深く感謝を申し上げます。今回は

年度内最後の会議ということで、委員には積極的な御提言を頂ければと思います。 

  今年はオリンピックイヤーに当たるので関連してお話させていただきますが、東京２

０２０オリンピック・パラリンピックまであと１５８日となりました。３月８日には市内

の９中学校の男女各１名が、姉妹都市であるギリシャのオリンピアに出発します。１２日

にはオリンピックの聖火の採火式があり、そこで行われるリレーに参加する予定をして

おります。その後に日本国内に聖火が来て、４月６日には稲沢市に入る予定です。国府宮

神社の楼門の前から市民会館までリレーが行われますが、そのリレーの中で、先日新聞に

も掲載されておりましたが、オリンピアの中学生もリレーに参加する予定です。７月２４
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日の開会式まで様々な行事がありますが、オリンピックを通して様々な感動を頂けるの

ではと思っております。本日の出席者の中で前回の東京オリンピックを経験されたかた

は一部かもしれませんが、今回こうして共通の体験を持つ中で、新たに次への出発が出来

るようになると良いと思います。スポーツの世界では様々な指導理論がありますが、その

中でボトムアップ理論というのがあります。主に日本のスポーツの指導者というのは今

までトップダウン型が多く、指導者が練習計画から技術の指導からすべてをやってきた

というのが通常でした。ここにきて、トップダウン型からボトムアップ理論による指導と

いうことで、監督やコーチがファシリテーターになって、選手の主体性に任せるといった

指導に変化しています。そういう視点でオリンピックを見ていくと、いろいろな指導のあ

り方について参考になるのではと思っております。指導されるかたは、選手の持っている

能力を最大限引き出そうという努力をしていただいていて、どういう指導方法が一番良

いというのはないのかもしれませんが、いろいろな指導のあり様を勉強する中で、そして

いかに選手が伸びていくのかというのも改めて実感できる場所でもあると思っておりま

す。そういった意味でも、オリンピックを違う視点でも見ていただくと楽しみが増えるの

ではないかと思います。 

  本日は今年度最後の社会委員会となります。委員の皆様の今年度の御尽力に感謝申し

上げるとともに、今後も引き続き御指導いただくことをお願い申し上げ、あいさつとさせ

ていただきます。 

 

（山内委員長） 

  この間寒かった時に汗をかいて、調子が良いと思っていたら風邪を引いた。会議中御無

礼があるかもしれないが、よろしくお願いします。稲沢市の生涯学習事業について、各課

で資料をまとめていただきまして、感謝を申し上げます。実施されていることは年々充実

してきていると感じており、その内容が資料に載っていますが、本日の会議は、その資料

の説明よりもむしろ、今抱えている課題や問題点をお聞かせいただきたいと思います。 

  さて、先日一宮市と稲沢市の社会教育委員の研修会が開催されました。委員の皆様全員

に参加していただくのは難しい時間ではありましたが、教育サポート協会が運営する「み

んなのカフェ」を会場に開催されました。内容は、現場での研修が良いのではないかとい

うことで、何年か前に一宮市との合同研修を実施した際に、丁度はだか祭の日に開催した

ことがありました。その時に、はだか祭を現場で見ながら開催してはどうかという話があ

って、それを事務局に調整していただいて、はだか祭前日に開催させていただきました。

大鏡餅の奉納を見学させていただきながら、稲沢市郷土史研究会の松田さんからお話を

していただきました。お話を聞いて、目から鱗ということが多々あったと思います。市民

の中でも、自分たちの街にある文化というものを、本当に分かっているのかと思うことが

あります。また、忘れかけてしまっているものを、伝承していくことも私たちの仕事であ

ると思います。どこにどんな問題があるのか、今消えかけているものの中で、時代が変わ

ってくるから仕方がないものと、やはり伝えていかなければいけないものがある。世の中

変わってきているが、これについて本当に稲沢市民にとっていいのだろうか、子どもたち

にとっていいのだろうか、この辺りを考えていくのが我々社会教育委員会の役割である

と思います。細かい事業の内容については生涯学習推進会議等の場で私たちなりの提言

をさせていただくこととして、この場では「こういうことを大事にしてはどうか」といっ

た大きな視点でのお話をいただければと考えています。 

  本日いただいている資料の中に子どもたちが取り組んだ「ふるさと新発見学習」のまと

め資料があります。この中身は大変素晴らしい。この事業については、私が現職の教員だ

った時に、各学校で行っている総合的な学習時間で行っていたことを発表する機会を作

ろうということで、教育委員会に予算をとっていただいた。冊子も作るというところから
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始まって、それがしばらく続いていた。次第に当初の目的よりも、それぞれの学校がやっ

ていることの発表資料のような形になってきて、これでいいのかと思った時に、本来の目

的に沿った形に方向転換していただいてこの事業が始まりました。資料を見ていると、子

どもたちの学びと大人たちの学びをいかにつなげていくかが大事だと感じます。学校教

育課でやっていただいていることと、生涯学習課やスポーツ課等でやっていただいてい

ることが、上手く融合できると良いと思います。そうすることで事業の効率や費用面でも

良い効果が期待できるのではないかと思っているところです。 

  現在行っている社会教育事業を見てみると、中身は時代によって変わっていくと思い

ますが、基本的な構造は３０年ほど前から変わっておりません。社会情勢を見てみると、

以前は社会教育課や成人教育課と言っておりましたが、行政が講座を設定し、市民に参加

を呼び掛けて実施していかなければやれなかった時代から、今は民間でも盛んに行われ

る時代になりました。むしろ民間のほうが動きやすいということもあって、費用の問題は

あるものの活発なように思います。稲沢市民はそれによって学び得ているのか。学び得て

いるものもあるでしょうが、どうしても利潤だとか目先の流行に向かってしまう。これは

行政として認識し見極めていかなければならない部分だと思います。 

  稲沢市は他の市町村と少しシステムが違う部分があります。この中で、完全に他の町と

同じようにやらなければいけないかというと、その必要はないと思います。稲沢市は稲沢

市のやり方で良い。では稲沢市としてはどう進めていったら良いのか。今、曲がり角に来

ていると思います。この部分も今後様々な御意見をいただいて考えていければと思いま

す。行政側も予算の問題であるとか、仕事量の問題であるとか出てくると思いますが、こ

れらが効率良く動いていくように、そして一番大事なのは市民の今の動向はどうなのか。

若い世代や子どもたち世代は社会の中で育っています。学校の中で学べることだけでは

ありません。社会の中で、どういう方向に学びを持っていったら良いかということを考え

るのが私たちの仕事だろうと思います。この会議の場だけでなく、様々な場面で御意見を

いただければと思います。 

  本日の会議では１年間の振り返りと、次年度の目標が議題となりますが、事前に資料を

いただいているので、御説明は簡潔で結構なので、中身の議論が深まるようお願い申し上

げ、あいさつとします。 

 

◎ 令和元年度主要事業中間報告について 

※資料１、資料２について各課から説明 

（生涯学習課） 

・視聴覚教育事業では、フィルム・ビデオ利用状況が年々減少傾向にあることから、今年度

をもって 16ミリ技術者の派遣は終了させていただく予定をしている。 

・文化振興奨励補助事業では、昨年度と比較して件数、金額ともに大幅に減少した。 

・市民会館文化事業については、今年度から（一財）稲沢市文化振興財団が市民会館等の指

定管理者となって運営している。 

・主な取組みシートの大里西公民館等建設事業では、老朽化した大里西公民館及び祖父江町

勤労青少年ホームの移転整備と、働く婦人の家廃止に伴う稲沢公民館への機能の一部移

転を来年度に実施する予定だが、今年度はそのための実施設計を行った。また、大里西公

民館の移転整備によって不足する駐車場について、用地取得を行った。 

（スポーツ課） 

・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 60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 2,595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 703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。 

・主な取組みシートの令和元年度実施内容について、ホストタウン事業として、東京オリン

ピック・パラリンピックの機運醸成と、市民のスポーツに対する関心を高めることを目的

として、ソニーホッケー部のオリンピック出場経験者を招き、小学生対象のホッケー教室

を開催する。この他、豊田合成バレーチーム等に中学校巡回指導を行っていただいており、

この事業がより充実したものとなるよう複数回の指導を豊田合成に要望していきたい。 

（図書館） 

・図書館貸出冊数等は全体的に減少傾向にあるが、昨年６月にウェブシステムにより貸出延

長が出来るようになったことを受け、利用人数については増加している。 

・今年度は新たな取り組みとして、「名作映画鑑賞会」などを実施し、図書館を知っていた

だくきっかけとなるような事業を行った。 

・主な取り組みシートについて、今年度は第 2 次子ども読書活動推進計画の最終年度であ

り、計画の評価や課題の検討を行った。また、第 2次計画の継続課題と国・県の最新計画

を基に第 3 次子ども読書活動推進計画の策定に取り組んだ。令和 2 年度から令和 6 年度

を計画期間とし、令和 2年 3月に策定を終える予定としている。 

（美術館） 

・教育普及事業として、美術講座「はじめての書道」を開催した。開催後は、受講者に自主

グループとして活動していただいている。 

・美術館大学パートナーシップ事業では、愛知文教女子短期大学、名古屋文理大学と事業を

実施している。名古屋文理大学とは、「サロン・ドゥ・パリ」と題し、特別展の鑑賞と音

楽鑑賞を行う企画を実施した。愛知文教女子短期大学とは、「荻巣記念美術館で着物を楽

しむ～鑑賞＋アフタヌーンティー」と題し、今回初めてカフェタナカと連携した企画を実

施した。 

・利用者数について、12月末時点で 38,857人となっている。昨年度 12月末時点が 47,863

人で、昨年度比は減少となっている。減少の主な要因は、昨年度は市制 60周年記念事業

ということで特別展を大々的に開催していたことが考えられる。 

・主な取り組みシートについて、今年度は特別展「木村伊兵衛 パリ残像」を開催した。期

間中は講演会や子ども講座も開催した。開催に当たって、（一財）自治総合センターから

コミュニティ助成金 3,900 千円を受けて実施した。22 年ぶりの写真展企画ということも

あり、新規の来館者の獲得につながった。 

 

※質疑応答 

（Ａ委員） 

  先ほど委員長が仰られた様に、実施したことの説明ではなく、実施したことに対しての

分析を、図書館は少し言っていただきましたが、そうでないと何を意見を言っていいのか

全然分からなくて、数字の羅列で終わっては意味がないのではないかと。分析していただ

いて、それを報告していただいた方が良いのではないかなと。個人的な意見で申し訳ない

ですが。 

それで質問ですが、「社会教育目標に係る主な取組みシート」について、生涯学習課の

大里西公民館等建設事業、この内容が社会教育目標の一つになるのでしょうか。シートに

よって管理していくものになるのでしょうか。管理的な内容も含まれているのですが、や

はり事業ですから、もう少し具体的な事業を記載したほうが良いのではないでしょうか。

それから、美術館から昨年度は多かったという説明がありましたが、そうであればお金を

掛けてでも昨年度と同じようにやれば良いのではないでしょうか。やはり沢山の人に来

てもらうことが大事であり、昨年度は 60周年ということで予算があって盛大にやらして
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いただいたが、今年は減ったと。そういうことであれば、予算要求の時に、稲沢の市民は

こういうことをすれば来ていただけるのだと説明してほしいと思います。 

３点目に、スポーツ課ですが、主な取組みシートのハンドボール巡回指導について、「次

郎丸中学校（男子）」と記載されていますが、これは女子もやっていただきました。豊田

合成の地域貢献のページにもちゃんと載っていますので、しっかり見ていただきたい。ま

た、こういう催しをもっともっと増やしていただきたい。課長さんにはお話したのですけ

れども、例えば総合体育館を中学校が無料で、１年に１回でもいいから使わせていただく。

この会議を６月に開催して、その後予算が関係することについて意見を言おうと思って

も、次の会議がこの時期では予算要望の時期がもう終わっていますよね。ですから、途中

でもう１回会議があってもいいのかなと思います。 

（Ｂ委員） 

資料１の６Ｐ、公民館事業について、公民館で実施されている講座が祖父江町勤労青少

年ホームだけになっているのですが、その辺りの理由があれば教えていただきたい。民間

がいろいろな事業をやっていく中で、核になるのが公民館事業であれば良いと思うので。

それから、これはカテゴリーの分け方の違いで載っていないのかもしれませんが、図書館

があって、美術館があって、スポーツがあってと順番に記載してありますが、市民会館に

ついての記述があまりないように思います。これはカテゴリーの違いかもしれませんが、

あると分かりやすいと思います。 

（山内委員長） 

 一旦ここで切らせていただき、事務局で追加説明があればお願いします。 

（事務局・生涯学習課） 

Ａ委員の取り組みシートに係る御意見についてですが、御指摘の通り生涯学習に関する

課題は他にもございますが、こちらに記載させていただいた内容については、今年度事業

費が一番大きいことから記載させていただいたものでございます。来年度以降につきまし

ては、課題も多く抱えておりますので、そちらの記載も検討していきたいと思います。 

 Ｂ委員の祖父江町勤労青少年ホームのみ事業が記載されているという御質問について

ですが、旧の市町で言いますと、稲沢市は公民館がございますが、祖父江町と平和町には

公民館がありませんでした。その代わりとなる施設が祖父江町勤労青少年ホームと平和町

農村環境改善センターでございます。旧の稲沢市の公民館というのは、委員から度々「公

民館事業をやっていないじゃないか」と御指摘をいただいておりますように、貸館事業し

か実施しておりません。市民センター併設で、市民センター職員が公民館を管理し、貸館

だけしているという状況です。旧の祖父江町、平和町については市民センター併設ではな

いため、職員がいて各種講座を企画し、その施設の運営を行っておりますので、事業的に

は少ないですが、公民館的活動を実施しているのは祖父江町青少年ホームということにな

ります。平和町農村環境改善センターにつきましては、所管が農務課になりまして、指定

管理者制度で運営を民間にお願いしており、そちらのほうで自主事業を実施しております

が、社会教育施設ではないものですから、今回の資料には記載しておりません。 

次に、市民会館の事業についてですが、市民会館は指定管理者として一般財団法人稲沢

市文化振興財団が施設の管理運営を行っております。財団が文化事業を実施しておりまし

て、市から市民会館文化事業補助金ということで、補助金を毎年２千万円補助しまして、

音楽であったり公演であったり様々な事業を実施しております。ただ、こちらの事業につ

いては市が直接取り組んでいるものではないものですから記載しておりませんが、委員に

は年度終了後に社会教育事業概要という冊子を配布しておりまして、そちらのほうに記載

させていただいております。 

 公民館事業について補足ですが、２０年ほど前には旧稲沢市の公民館でも現在祖父江で

実施しているような講座を実施しておりました。当時はまだ公民館の利用者を増やしたい
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ということで、市が講座を主催して開催し、その後、自主グループを作っていただいて活

動していってもらうという取り組みをしていたのですが、次第に公民館の予約が取れない

ほど満杯になるような状況になってまいりまして、これ以上の利用が出来なくなる恐れが

出てまいりましたので、一般の利用者をよけてまで市主催講座を実施することもないだろ

うという考えがあり、そこから徐々に公民館の講座が縮小されていきまして、現在は完全

になくなっているという状況です。 

（Ｂ委員） 

市の講座をやると公民館を使う人があぶれるから、自主事業がなくなったということで

すか。 

（事務局・生涯学習課） 

 そうです。それが良いのかどうかは議論があると思いますが。 

（美術館） 

先ほどお金を掛けてでも６０周年レベルの予算要求をするという御意見をいただき有

難うございました。美術館といたしましても、特別展は美術館の入場者数を左右する重要

なものと考えておりまして、財政課には常に予算要求を強くしているところでございます

が、財政課としては毎年同じではなく、Ａ・Ｂ・Ｃランク的にメリハリを付けて実施して

ほしいと、特に市としての周年でもありますし、周年事業を大きくやってほしいと言われ

ております。新聞広告費については、周年時しか予算を付けないと言われております。美

術館としては今後も委員が仰るとおりに予算要求していきたいと考えておりますが、その

ような財政的な考えもあるということを補足させていただきます。 

（Ａ委員） 

先ほどの話、なかなか行政の方からは言いづらい部分もありますから、例えば社会教育

委員会の中でこういう話が出たということで、こちらのせいにしていただいて、予算要求

をするのも一つではないかと思います。予算化されるかどうかはその時の市の財政状況も

あると思いますが、声を出すことが大事ではないかと。部長さんがお見えになるので多分

言っていただけると思いますけれども。さっきの中学生の体育館無料利用もそうですけれ

ど、そういうようなことも絶対に悪いことではないので、そこを分からない市長ではない

と思います。是非、子どもたちとか稲沢市民のためにもお願いしたいと思います。 

（Ｃ委員） 

今、各課のほうで、行政の仕組みの中で一生懸命取り組んでいただいております。本当

にご苦労様だと思っております。ただ、今のシステムの中で、予算の問題も含め、やりに

くいことがあるかもしれない。それから、市民に十分成果が伝わっていないものもあるの

じゃないか。ここをどうしたら良いのか。ここに我々が意見・提言をさせていただいて、

予算獲得なりしていただけるといいなと思います。公民館については、稲沢市の生涯学習

関連の仕組みというのは他の市町村と比べると全然違います。他のまちでは出来るけれど

も稲沢では出来ないということが、実はあります。この前開催された公民館大会に参加し

ていただいて、私が日頃この会議でお話していることを実感していただいたと思います。

全然違うじゃないかと。あそこの場で総攻撃をくらうような感じですよね。要するに、他

市町では公民館の中で、その地域に合った、地域に必要な学習というものを、社会教育委

員会で提言したことを受けて実施できる仕組みというものがある。ところが、稲沢では全

部各課でその事業を受けていらっしゃる。今、精一杯やっていただいており、これが限度

だと思います。他のまちと比べてみた時に、公民館がやっている仕事までやってしまって

いる訳ですから。むしろ、公民館のほうに移管できるものをつくらなければいけないだろ

うと。そうしないと、行政の中が大変だろうと思います。また、公民館ならやりやすいこ

とが、教育委員会の中ではやりづらい部分もあると思います。ここで、民間がやっている

ことをもっと上手に使ったり宣伝してあげるということが出来ないものだろうかと思い
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ます。市民はムードで動いていく部分がある。そうすると、メディアを利用したりＳＮＳ

に載せるということも必要かもしれません。そうすることによって、図書館や美術館でこ

んな良いイベントをしているのかといった情報が伝わりやすいかもしれません。今、図書

館や美術館でとても良い取組みをしていただいていますが、これを宣伝してくれるところ

はどこなのか。この点をどうしたら良いのかが苦しい部分だと思っています。 

（Ｄ委員） 

生涯学習課の文化財保護に関係するのですが、稲沢の駅前に観光案内所を是非設置して

ほしいという意見が以前から出ていたと思います。そういう方向性は考えて見えますか。

もう１点、働く婦人の家が廃止されますが、そこを利用されてみえた方は稲沢公民館を利

用することになりますか。あと、細かいことですが、図書館の４か月児童に本を２冊配布

する事業がありますが、そのことで若い人から意見がありました。毎年同じような本ばか

りで、もう少し今風の、流行りの本も１冊入れていただけたらいいなという若い人からの

要望がありましたのでお伝えします。 

（事務局・生涯学習課） 

 委員が仰ったのはＪＲの稲沢駅のことでしょうか。 

（Ｄ委員） 

 国府宮駅です。 

（事務局・生涯学習課） 

以前にもそのような御意見があったと記憶しておりますが、現状で話は進んでおりませ

ん。これから国府宮駅周辺の再開発がありますので、そこでどうなるかということだと思

います。詳細はまだ聞いておりませんので。 

（Ｄ委員） 

 再開発をするということは聞いておりますので、そこに入れていただけたらと思います。 

（事務局・生涯学習課） 

 働く婦人の家につきましては、社会福祉会館が老朽化して令和２年度に閉館するという

ことで、稲沢公民館に働く婦人の家の中の調理室を機能移転しようということになってお

ります。また、老人福祉センターも稲沢公民館に移転する計画をしております。働く婦人

の家の利用者については、基本的には稲沢公民館もしくは周辺の施設、勤労福祉会館を含

めて空いている施設を利用していただきたいということで従前からお願いしております。 

（Ｄ委員） 

もう１点、視聴覚事業ですが、プロジェクターを是非市民も借りられるように用意して

いただきたいと思います。 

（事務局・生涯学習課） 

 プロジェクターは生涯学習課で貸し出しを行っております。 

（Ｃ委員） 

 公民館について、大里西公民館の建て替えの話がありますが、その建て替えの予算とい

うのはどこが担当するのですか。 

（事務局・生涯学習課） 

 生涯学習課になります。 

（Ｃ委員） 

 予算は生涯学習課が持っている形で、実権は地域協働課ということはないですか。 

（事務局・生涯学習課） 

公民館は生涯学習課所管なので、生涯学習課で予算を持っています。昨年度基本設計、

今年度は実施設計、来年度は建設と３か年で建物を建てていきますが、その過程で市民セ

ンターも入ってきますので、地域協働課の意見も聞きながら、建築課も交えて進めており

ます。 
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（Ｃ委員） 

公民館に関わる部分の予算だけが生涯学習課に出ているのではなく、建物全体の予算が

生涯学習課に出ているということですね。この辺りのところについて思うところがいくつ

かあります。例えば子育て支援センターが新しく出来た。これも実は市民はあまり知らな

い。市長さんが Facebook に出しており、それを見ている人は分かっているけど、広報に

出ているのを見たかというと、見ていない。センターの前を通っている人たちは「何が出

来たのだろう」と言っている。一部のかたは利用していますが、これが子育て支援に関わ

る課の仕事なのかという問題もある。子育て支援センターで行われるような学習活動につ

いては、他の市町村では公民館で行われていることが多いです。それは、社会教育や生涯

学習という面がその中に持ち込みやすいからで、私どもも市民全体でもっとこうしたらど

うかといった意見が伝えやすくなる。現状は事業が担当課でぶつっと切れているので、こ

れが伝わりにくくなる。そうすると、社会教育、生涯学習のほうでやっていくべきことが

どういうことかというと、そういう情報を担当課と連携してやっていくべきではないかと

いうことを、社会教育委員としては言いたい。あそこでやっている事業には子育て支援そ

のものもあるけれども、学びもある。このことを伝えていくことが我々の仕事なのだろう

と思います。どのようにしていくかはもっと詰めなければいけないけれども、他のまちと

同じような論議の仕方ではいけないのではないかと思います。 

それからもう一つ、文化振興財団の話。あそこでやられる内容について、実は私は財団

の理事をしているので、理事会に参加していますが、ちょっと言いたいことがあります。

社会教育の面から市民の皆さんにもっともっとこういう事業を入れてほしいと思うこと

がありますが、やっていることが今までと同じで、管理が財団に変わっただけのように感

じます。これでいいのかなと。もっと市民に伝えたいと思うことを、文化振興財団が生涯

学習の一環としてやってくださるならありがたいのですが、そういうはずではなかったの

かと感じています。文化振興財団というのであれば、生涯学習課だとか教育委員会サイド

ではなかなか出来ないことを、財団が請け負って、そして事業を起こすだとか、お金を出

すといったことが出来やすいのではないか。そのように期待をしているのですね。今後の

調整かなと思ってみていますが、委員の皆さんも文化振興財団がどのようなことをやって

いるのか、これからどういう方向に動くのかといったことも見ていただき、御意見を頂け

ればと思います。 

（Ａ委員） 

公民館について今度また東海北陸大会のような場での発表機会があったときに、またま

ちづくりを使うのかどうか。使うのであれば、もっと理論立てして送り出さないと、発表

される方が本当に可哀そうでした。今回大里西公民館の建設工事がありますが、当然講義

の部屋とか講座をやる部屋とかあると思いますが、今後は少し他市町村のように戻して公

民館が主体としてやっていくのか、やっていかないのか。先ほどの説明で皆さんが沢山利

用されるので市の講座を減らしましたよという話でしたけれども、あくまでも公民館とい

うことなので、公民館として進めていくならいく、そうでないのであれば理論立てをして

いかないと、また何十年後かに発表するときに、可哀そうなことになる。大会参加者から

かなり責められましたので。 

（Ｃ委員） 

まちづくり組織というものがあって、住んでいる皆さんにものすごく大きな影響を与え

ている組織になりますが、普通は公民館の中でまちづくりについても議論されています。

社会教育委員が社会動向から、もっとこういうことを大事にしないといけない、取り入れ

なければいけないということを公民館に言っていく。そうすると、そこの中にまちづくり

もやってきて、ではまちづくりの事業はどうやったらいいかなという様に検討が進むので

すよね。ところが、稲沢市の場合だとまちづくりはまちづくりで走っている。誰が口を出
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していくのかというと、地域協働課らしいぞと。ただ、地域協働課もコントロールする訳

ではなく、お世話をしていらっしゃるだけになる。この辺のところが、まちづくりもいろ

いろな講座をやってらっしゃる、そうすると、やっている講座が重複したり、地域でやる

からそれはいいか、など統一性がないことになる。稲沢市としてもっとこういうことを大

事にしていこうというものが盛り上がっていきにくい傾向にある。だから、まちづくりと

の連携も必要かなと思います。どうやって進めていったら良いか、いい知恵をお願いしま

す。組織を変えてしまうとか、市全体で現在行われている事業を整理するということをし

なければいけないかも知れません。担当課の皆さんが今抱えている事業を一生懸命やって

下さっていることについて個々に何も言うことはないのですが、このままでいいのかとは

いつも思っています。 

（Ｅ委員） 

これは役所の中の組織の問題なのでなかなか難しいですが、建物を建てる、管理すると

いう部署と、それをどういうふうに利用していくかという部署が違うものですから、それ

に関して我々がどこにそれを言っていいのかというのもあります。先ほどＤさんが仰られ

た観光案内所についても、生涯学習ではなく商工観光課ではないのかといったことを言わ

れたりとか、一つの案件に対して複数の課にまたがって、コントロールされている場合も

あればされていない場合もありますし、そういう状況がある中で、生涯学習課にぶらさが

っている形のこういう委員会での意見が中々実現しないというのは、構造的な問題なのだ

ろうと思います。これは我々市民や外部の者が機会あるごとに市長を始めとした関係者に

言っていくしかないと思います。言い続けていくことが大事で、どうせ言ったって変わら

ないというように我々が諦めてしまうと、何も動かなくなってしまいますので、こういう

場を常に利用して言い続けていくことが大事だと思います。あと、市はあまり広報がお得

意ではないのではないかという気がします。いろいろなことが市民に伝わっていないとい

うことをよくお聞きしますし、市政に関する新しいこと、施設等は利用促進にもつながり

ますので、広報が積極的に情報発信していただきたいと思います。 

（Ｆ委員） 

稲沢公民館に様々なことのしわ寄せが全部きているように感じます。あそこは働く婦人

の家がなくなるために、稲沢公民館に全部来そうな気がするのですよね。そうすると職員

の数は今の人数でやるのか。もう少し入れないと回っていかないような気がします。今は

３人いて、昼から１人来て４人になりますけど、なにかいろいろなものを稲沢公民館にい

いわいいわと言って押し付けられている。私はそこが地元ですので、そこへしょっちゅう

行きますから、大事なところです。もう少し他所へ分散できるようなら分散させてほしい。

大里でもいいし、祖父江に行ってもらってもいい。稲沢はいつ行っても満員です。特にお

稽古事が多いから何とも言えませんけれども、稲沢公民館の利用者が、「何かみんな来る

みたいで大変だね」、「自分たちの利用時間が少なくなってしまうね」と言われているから、

そんなことはないと思うよとは濁してありますけれども、もう少し地域の人たちのうっ憤

につながらないようにお願いしたいと思います。 

（Ｇ委員） 

 先ほどＥ委員が仰ったように、広報の関係で、毎月とは言いませんけれども、年に２回

くらい支所・市民センターの電話番号を載せてほしいです。役所まで行けないので市民セ

ンターに聞こうと思っても電話番号が分かりません。せめて支所・市民センターの電話番

号くらいは年に１回でも２回でもいいので載せていただければと思います。それから、私

は大里地区なのですけど、公民館の利用がかなり多くなっていまして、社会福祉協議会と

かサロンとか頑張っていますけれど、公共の会議をした時にかなり一杯になっています。

利用者で話し合って苦労して調整していますけれど、利用者がすごく多くて、公民館で大

事な会議をしたいと言っても空いているところが少ないという状況です。あと最後は個人
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的なことですけれども、私の地区は小さな学区なのですけど、学区内の中学生がギリシャ

に行きます。私たちのサロンで発表してほしいとお願いしましたら、「僕も母も喜んで」と

仰ってもらえました。こういう会議に出させていただいていることで、市の取り組みを知

ることが出来て、子どもたちにとてもうれしいよと言葉を伝える機会もつくることが出来

ていることに感謝しています。 

（Ｈ委員） 

 最初に今回のこの会議で事業報告ではなく、自己の分析結果を出していただきたいとい

う意見が出たのですが、ちょっとお尋ねしたいのですけれども、このいろいろな生涯学習

課がやられている市民を対象とした講座につきまして、１回１回参加者アンケートのよう

なものは取られていますか。 

（事務局・生涯学習課）） 

 取っています。 

（Ｈ委員） 

 そういうことであれば、どういう評価であったとか、どこまで参加者が到達できたかと

いうことは把握してらっしゃいますか。 

（事務局・生涯学習課） 

 把握しています。 

（Ｈ委員） 

 概要で結構ですので、今、お話していただけませんか。 

（事務局・生涯学習課） 

 基本的には皆さん好評です。どのような学習内容に興味があるのか、また、時間帯はど

のような時間帯が良いのか、どのような曜日が参加しやすいのかもお聞きしています。 

（Ｈ委員） 

 それをまとめて私たちに見せていただくことが出来る、データとして蓄積されていると

いうことでしょうか。 

（事務局・生涯学習課） 

 はい。 

（Ｈ委員） 

 あと、広報活動が苦手ではないかという意見がありましたが、私たちの短大もいろいろ

な活動を自分たちはしているつもりで一生懸命やっていますが、ちっともそれが外に向け

てＰＲできていないということがあって身につまされるのですけれども、折角若い意見を

言える学生が沢山所属している短大、大学でございますので、是非大学生の、今年度でし

たか「お出かけ市長室」と言って市長さんが来てくださって、本学の学生と意見交換をし

てすごく良かったと聞いておりますので、そのような形も利用して若い人たちの宣伝力と

いうのも是非活用していただきたいなと思っております。 

（Ｉ委員） 

 学校のことを少し話しますけれども、学校もいろいろな行事、普及活動をやっておりま

すけれども、どうしてもやること自体が目的になりがちであると。手段が目的になってし

まうと常々思っておりまして、それではいかんということで目標をしっかり見直すのです

けれども、沢山のことを抱えて学校もやっていますけれども、市のほうであもっともっと

多い、沢山のことをやってみえると思いますので、スクラップアンドビルドといいますか、

もう１回こういった社会教育の事業を見直していただいて、どういう目的、目標でやって

いこうかというところから見直していくことが必要ではないかと思いました。 

（Ｊ委員） 

 自分自身が公民館の役割などをあまり良く理解出来ていなかったですけど、資料を見て、

こんなに多くの事業があるのだということを知り、自分があまりにも無関心だったのだと
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感じました。いろいろな課題や問題があることが分かりましたので、この課題や問題を皆

に知ってもらうことが大事だと思いました。 

（Ｋ委員） 

 先ほどＥ委員が言われましたように、市では上手くいかないという部分をここで提言す

る。そして、それを継続していくというのが必要だと思います。また、広報ですが、いろ

いろ新しいものを広報で発表されているのですけれども、なかなか皆さんが広報を見られ

ないという、そういう現実があります。自分たちも色々なことで広報を利用することがあ

りますけれども、知らないという人が多いのです。「そんなことありましたか？」というよ

うな感じで知らない人が多いから、そういうことがいかに皆さんに知ってもらえるように

なるかということが大事ではないでしょうか。それから、先ほどＣ委員が仰られたように、

まちづくりと生涯学習課をはじめ教育委員会がやっている事業との重複がすごくあるよ

うな気がします。また、まちづくりのやっていることで我々が分からないことが結構ある

と思いますので、連携がもっと上手くいくといいと思います。 

（恒川教育長） 

 感想を交えて一言お話させていただきます。本当に貴重な御意見をお聞かせいただきま

した。色々な事業について御指摘をいただきました。例えば、観光案内所の件は担当が商

工観光課ですが、たまたま色々な御意見を伺う場としてこういう会議がございますので、

お聞きしたことにつきましては考えを伝えさせていただきます。文化振興財団についても

そうですが、直接生涯学習課が何かを提言したり意見を出すということではなくて、その

団体で運営していただいておりますので、その団体の考えを尊重しなければならないと考

えております。公民館活動については、先ほど、私は承知していないのでいけませんが、

まちづくりに発表していただいて、色々な意味で納得がいかないだとか、寂しい思いをさ

せてしまったということを伺って、それは申し訳ないことをしたなと思うと同時に、稲沢

市の公民館活動の有り様というのは通常の形ではないのは事実ですので、公民館という名

前は銘打っているのですけれども、実際にやっていただいているのは少し違いますので、

その辺りのところも十分意思疎通した上で発表していただかないと、発表していただいて

いる方は一生懸命発表されていますし、そういう方に迷惑を掛けてはいけないなと感じて

おります。ただ、今日もお話を色々と伺う中で、最終的にはいろいろな会があっても、こ

の場所は生涯学習、生涯に渡って人間として生きていくためのいろいろな提言をいただけ

るのはこういう会くらいしかありませんので、この会を大事にさせていただいて、意見は

意見としていただく中で、担当ではない事業についても担当部署に伝えさせていただきた

いと思います。ここにお見えになる委員の皆様方には、いろいろな場所で、御意見等があ

ればお伝えいただくのも大切だと思います。声が大きければ大きいほど伝わっていくと思

いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。生涯学習というのは、生まれてから

ずっと、というのが生涯学習です。そういうことを考えると、本当に難しいなと感じてい

ます。先ほどの子育て支援センターの件についても、本当に大きな役割を果たしていただ

かなければいけない施設でありますが、教育委員会は全くタッチしていません。本当は関

わりあうべきなのでしょうけれども、行政の縦割り的なところがありまして、なかなか上

手くいかない部分もありました。ただ、お話いただいたことは大事にしながら、伝える機

会があれば伝えさせていただきたいと思います。本当にありがとうございました。 

（Ｂ委員） 

 Ａ委員が仰ってみえたように、内部からはなかなか言えない部分を会議で出た意見とい

うことで出していただきたいという観点から、お時間を頂いて１点だけお話させていただ

きます。今年の夏の稲沢公民館で、クーラーが壊れました。私の地元の施設なので、どれ

だけ大変だったかを目の当たりにしました。あの環境の中で４０分間手続きに行っただけ

で吐き気がしてきました。私は帰ろうと思えば帰れますし、後日また出直すことも出来ま
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す。そこで働いている方は本当に大変で、後日再訪時にどれだけ働いていたのか、大丈夫

だったのかをお聞きしたら、通常どおり働かれてみえて、やはり「吐き気がしました」と

仰って見えました。ただ、「なかなかそういうことは私たちから言えません」とも仰って見

えました。皆さんと同じように働かれて見えて、その状態でクーラーがなくて、私には命

を懸けて働いているように見えました。その状態が何日も放置されていた。多少はポイン

トで冷風機が入っていたりしましたけど全然効果がなく、扇風機も回っていましたけど熱

風が回っているだけで、あの状態で過ごされていたと思うとぞっとしました。今日たまた

ま手続きに行ったときに、その後健康調査が入ったのかを聞いてみたら、「ないです」との

回答でした。所長さんが体調が悪くなられて、そのことを報告しただけということでした。

何か大きなことが起こった時に、生涯学習課と地域協働課から応援要員が多少あったみた

いですけれども、それでもそのような環境下で働くこと自体が命に関わることで、たまた

ま誰も重症にならなくて良かったですが、特別に暑い夏だったと思いますので、そういう

時にそのまま働かせてしまう。それを職員がもっと言えばいいのに、私なら言いますけど、

やはり働かれていらっしゃる方は自分の体調が悪いだのつらいだのは言えないのですよ

ね。それで、どこに言えばいいのだろうと私は思いました。ここに沢山揃っていらっしゃ

るので、会議の場で意見が出たということで、働く人の健康管理について、今回のような

ことが起こった時は、素人で考えるのは、何℃のところで何時間働いているのか、体調は

どうだったのかを、毎日保健師だったりスタッフが来るなりして、プロの方にチェックを

入れてもらうなり、上司のかたがもう少し大丈夫だろうかと想像力を働かせて対策をとる

なりが必要だったと思います。もう済んでしまったことですけれども、済んだから終わり

ということではなくて、すごく大変な思いをされた方から話を聞いて、どういう対応をす

べきだったかということが大事では。今回たまたま公民館でしたが、他の施設で起こった

時も対策マニュアルに基づき全市を挙げてサポートするとか、一時閉館するとかをお願い

したいと思います。 

（恒川教育長） 

 その件については生涯学習課も環境の悪さについては承知している中で、簡単に手が打

てないというのもありますので、大変申し訳ないなと思います。同時に、もう一つは風通

しじゃないですけど、職員からこういう状況だよと言えるような環境作り、本音が言える

職場ということが必要だと思います。 

（Ｃ委員） 

 社会教育委員として関わっていくべき対象は、実は教育行政だけではないのです。全部

関わって、市民がどう考えていくのか。その中で、教育委員会の範囲でやれる部分、その

中の特に学校教育だとか生涯学習関連で各課がやれる部分と、そうではない部分がある。

これをどうやったらいいのかは、各課で調整、連携していく必要があります。どうやって

いくと効率がいいのかを、行政の中だけで出来にくい部分を、我々がこうやったらどうか、

こういうことが必要なのだというふうに申し上げて、どこかに活かしていただけると良い

と思います。我々が見ていかなければいけないのは、市民の皆さんの意識だとか動向だと

かがどこに向いているのか。もっとこういうことを大事にしないといけないのではないか

というところも見ていく必要があると思います。詳しくは今後行われる社会教育委員の研

修会でお話したいと思います。 

 

２ 令和２年度社会教育目標について 

※事務局より資料３について説明 

※質疑応答 

（Ｃ委員） 

 この内容については、新年度になってからもう一度確認がありますよね。 
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（事務局・生涯学習課） 

 はい。今回社会教育目標案を御審議いただいた後、定例教育委員会に報告をさせていた

だきます。それをもって、来年度の第１回の社会教育委員会に確認ということで提出させ

ていただきます。 

（Ａ委員） 

 ２点お願いします。生涯学習課の目標の中に、「地域課題の解決や絆づくり・地域づくり

の推進に一層努めてまいります。」とありますが、具体的にどのようなという計画を教え

てもらいたい。一つはふるさと新発見学習で、これは本当に素晴らしい取組みですが、こ

の中で、いろいろな観光名所を巡るというのがありました。そこで、ふるさと探訪とかそ

ういう事業をやって、バスで市内を巡るとか、この事業からいいヒントが、例えば減災も

そうですけれど、いろいろなことがあると思います。これを多くの人に知ってもらうこと

も手立ての一つだと思います。皆に聞いてもらう、皆で知恵を出してもらうというのが一

つの方法ではないか。これらについての具体策を、また次年度の会議で教えていただきた

いと思います。 

２点目は、スポーツ課の公共体育施設の整備について、具体的に、例えば稲沢市総合体

育館にエアコンを整備するとか、小中学校の学校開放施設を全部エアコン化するとか、そ

のような話なのか、何を指すのだろうと。具体的に何かあると思いますが、予算の中に位

置づけられていると思いますので、その点も含めて第１回の会議の時に教えてください。

いろいろな事業、例えば美術館は今日、次年度こういう特別展を開催するということをお

聞きしましたので分かりますが、同じように情報を教えていただければと思います。 

（スポーツ課） 

 公共体育施設の整備につきましては、来年度祖父江の森温水プール等の改修を計画して

おりますので、記載させていただいたものです。 

（Ｃ委員） 

 ふるさと新発見学習については、子どもたちや関係者だけでなく、大人たちにも見てい

ただけるといいですよね。こんな発表があったというのを新聞に大きく掲載してもらえれ

ば、市民も関心を持つのではないでしょうか。 

（Ａ委員） 

 実は稲沢西中学校が新聞に載っていました。Ｅ委員が関わられた事業で、稲沢西中学校

の３年生の代表者が学校で地域学習発表会ということで、いろいろな課題を、要はふるさ

と新発見学習と似ているのかなと思ったのですけれども、発表したと、こういう記事があ

りました。その前にふるさと新発見学習があって、ちょうどいいタイミングでまた掲載さ

れているなと思いました。 

※議題２について、異議なく承認された。 

 

３ その他 

※委員からは特になし。 

（事務局・生涯学習課） 

・中西委員が文部科学省の社会教育功労者表彰を受賞され、２月 14日に表彰を受けられた。 

・定行委員が代表を務める稲沢子育てサポートネットが家庭教育の支援活動に功労があっ

たということで文部科学大臣表彰を受賞された。２月 18日に表彰を受けられる予定。 

・配布資料「ふるさと新発見学習学校代表レポート集」、「第 55回東海北陸公民館大会愛知

大会記録集」について説明。 

・２月 20日開催の令和元年度愛知県社会教育員連絡協議会西尾張支部研修会について案内。 

 

＜午前１１時１０分閉会＞ 


