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会 議 名 令和元年度 第１回 生涯学習推進会議 

開催日時 令和元年６月４日（火）午前１０時５０分～午前１１時３５分 

開催場所 稲沢市勤労福祉会館 第２・３研修室 

主  催 生涯学習課 

議  題 ◎ 委嘱辞令交付 

◎ あいさつ 

協議事項 

１ 委員長・副委員長の選出について 

２ 2019稲沢市生涯学習推進計画について 

３ 今後の日程案について 

４ 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】 

（生涯学習課）課長 岩田勝宏、主幹 江頭弘幸、 

 社会教育指導員 三井博嗣、主査 大﨑敬介 

備  考 傍聴者なし 

 

 

【会議概要】 

◎ 辞令交付 

※机上配布にて式典省略 

 

 

◎ あいさつ 

（岩田教育部次長兼生涯学習課長） 

 先程の社会教育委員会で恒川教育長からお話がありましたように、本日はギリシャ給食

デーがございまして、市内全小中学校でギリシャにちなんだ給食を提供するということに

なっています。教育長、教育部長は平和中学校にギリシャ大使がお見えになるということ

でそちらのほうに出向いておりますので、本日の会議は欠席となります。よろしくお願い

いたします。 

 

◎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、副委員長の選出につきましては、稲沢市生涯学習推進会議設置要綱第６条第２

項の規定により委員の互選によるとなっておりますが、いかがいたしましょうか。 

（委員Ａ） 

 社会教育委員会と同じく、山内委員に委員長、恒川委員に副委員長をお願いしてはどう

でしょうか。 

（生涯学習課長） 
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 ただ今、委員長には山内晴雄委員、副委員長には恒川なおみ委員にお願いしてはどうか

というご意見がありましたがいかがいたしましょうか。 

 ※他の委員より異議なしの声。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、委員長は山内晴雄委員、副委員長は恒川なお

み委員にお願いいたします。 

 ※委員長、副委員長は席を異動。 

（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。引き続きよろしくお願いいたします。辞令をいただきましたが、前段の会議

である社会教育委員会の辞令は教育委員会から、この生涯学習推進会議は市長からの委嘱

になります。生涯学習推進会議と社会教育委員会との関連はどうなっているのか、それぞ

れの役割はどうなっているのかということにつきましては、本日は時間もありませんので

次回の会議で話し合えればと思っています。この住み分けといいますか、関連というのは

考えていかないと趣旨がくしゃくしゃになってしまいます。社会教育委員って何だろうと

いう話があちこちで出ます。愛知県の中でも大きな自治体である豊田市は社会教育委員制

度を止めてしまいました。名目だけの名誉職で、何もやっていないからとの理由です。そ

れで現状どうなっているかといいますと、元気の良い豊田市ですから、即効性のある事業

をやるための部署を市長部局に置いています。困ってしまったのが愛知県社会教育委員連

絡協議会です。運営ができなくなると。それで、豊田市には引き続きオブザーバーとして

入ってほしいという話になりました。委員の皆さんも、社会教育委員であるということを

常に念頭に置いて活動してもらいたい。そうでないと、事業をやるだけの会になってしま

います。具体的にどうするかという話が生涯学習推進会議でできればと思います。この後、

生涯学習推進計画の説明がありますが、これは昨年度にこの会議での協議を踏まえて策定

されたもので、これを基に考えていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（恒川副委員長） 

 失礼いたします。生涯学習推進会議の副委員長に任命されましたので、よろしくお願い

いたします。私は昨年から男女共同参画推進団体「いなざわウィルネット」の会長をして

おります。また、まちづくりの関係で、特に歴史の分野で活動しておりまして、昨年度も

市制６０周年の周年事業として、歴史関連の講座やウォーキングなどを実施しております。

文化関係ではコーラスの団体にも所属しており、文化グループ発表会などにも出演してお

ります。こういった行事に参加しながら、生涯学習についての市民の皆様の関わり方など

も見せていただいて、参考意見を出せればと考えています。よろしくお願いいたします。 

 

※議事進行は生涯学習推進会議設置要綱第６条第３項により山内委員長 

 

２ 2019稲沢市生涯学習推進計画について 

※ 平成 31年３月に策定された 2019稲沢市生涯学習推進計画について、事務局から説明。 

（説明の概要） 

・平成 21 年 3 月に策定した生涯学習推進計画「2008 新時代を生きる 稲沢市の生涯学習」

の計画期間が平成 31 年 3 月で終了するにあたり、平成 29 年度に市民意識調査を実施した

上で、平成 31 年 3 月に新たな計画として、本日配布した「2019 稲沢市生涯学習推進計画」

を策定した。計画は 4章構成で、計画期間は今年度から 10年間となる。 
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・第 1 章では「生涯学習とは」、「計画の趣旨」、「計画の位置付け」、「計画の進行管理」等

計画の概要について記述。 

・第２章の「計画策定の背景」では、「超高齢・人口減少社会の到来」「家庭教育の困難化」

「地域のつながりの希薄化」などといった現代の社会情勢を考慮し、稲沢市の現状と課題

を示している。 

・第３章では「生涯学習に関わる主体に期待される役割」について、「家庭」、「地域」、「高

齢者」、「小学校・中学校」、「大学・高等学校」、「生涯学習関連施設」、「市役所」、「社会教

育委員」、「稲沢市文化振興財団」の９つの項目に分けて記述している。 

・第４章では、本計画における「基本方針と目標」について記述している。基本方針は「誰

もが学び、つながり、つくりだす稲沢」とし、「市民が自らの生活向上や地域課題解決のた

め、地域住民同士、または行政や企業など様々な主体とかかわりながら、実践的に学習し

活動できる環境」づくりを目指すとしている。また、目標として「市は、基本方針に基づ

き、厳しい財政状況においても持続可能な形で、市民の学習環境づくりを進めるため、以

下のとおり目標を定め、達成へ向けて取り組みます。現在市が展開している事業について

は、内容を分析し、改善を図ります。」とし、「（１）気づきの機会の充実」、「（２）学習機

会の充実」、「（３）つながる仕組みづくり」、「（４）学習活動の場づくり」の４項目につい

て目標を定めている。 

・この他、「（５）分析・改善の対象とする市の事業」では、現在市の各部署が進めている

生涯学習関連事業を洗い出し、生涯学習推進会議において事業分析を行い、改善案などを

協議し、関係部署と連携し目標達成に向けて改善を図っていく内容となっている。 

・今後、計画に掲げた目標の達成に向けて取り組んでいく。委員には、検討委員会等を通

じて、計画の目標達成に向けた具体的な方策の提言や計画の進捗管理をお願いしたい。 

 

（山内委員長） 

 この計画については、前年度皆さんに御審議いただいた内容を基に、事務局でまとめて

いただいたものになります。前計画のまとめ方とはすっかり形が変わっていると思います。

市民意識調査の結果分析も、委員の皆さんには一緒に進めていただきました。ありがとう

ございました。 

 例えば、つながる仕組みづくりということで、様々な場所で情報発信したり情報を集め

たりという話があります。こういった点はこれまでなかなか難しかったのですが、委員の

皆さんから、「こうしたらどうか」や「こういう良い事例がある」といった声をお聞かせい

ただいて、計画を進めていければと思います。今日もこの後、私は観光ラボの会議に出席

しますが、その場でも様々な情報発信があると思います。そういった情報を活かしていけ

ればと思っています。次の議題で今後の日程の説明がありますが、今後、検討委員会が開

催されます。その際には、毎回この推進計画をお持ちください。よろしくお願いします。 

 

※ 質疑応答 

 特になし 

 

３ 今後の日程案について 

※ 令和元年度の生涯学習推進会議・社会教育委員等の年間スケジュール（案）」について

説明 

（説明の概要） 

 生涯学習推進会議と社会教育委員会、公民館運営推進会議はそれぞれ密接に関連してい

るため一体的に説明。スケジュール表の網掛け部分は全員が参加対象のものを表す。 

  上段の生涯学習推進会議は、例年２回の定例会議のほか、生涯学習の推進に向けて具
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体的にご審議いただく検討委員会を開催している。第１回の定例会議が本日で、その後

第１回の検討委員会を７月上旬頃に開催予定。今回は委員の約半数が改選のため、第１

回の検討委員会では生涯学習推進会議や社会教育委員の役割、これまでの活動の経緯等

についてご説明させていただく予定。 

  その後、第２回の検討委員会を８月下旬、第３回の検討委員会は１０月下旬をめどに

開催する予定で、生涯学習推進計画の目標達成に向けた取り組み等について、具体的な

検討をいただく予定としている。第２回の定例会議は２月下旬を予定しており、ここで

検討内容のまとめをお願いしたい。 

  社会教育委員会は、例年２回の定例会のほか、県社連関係の事業に参加している。会

議では事業報告や社会教育目標について御審議いただいており、第２回は２月下旬に開

催を予定。県社連関係については、先ほど社会教育委員会で説明したため割愛する。 

  公民館関係は、今年度は東海北陸公民館大会が１０月１７日（木）～１８日（金）の

日程で刈谷市で開催される。地元愛知県で開催される大会であり、委員の皆様がたにも

是非ご参加いただきたい。 

  「共通」欄の視察研修については、会議等での検討に際し参考にすべき近隣市町村の

先進事例があれば、積極的に視察等を行っていきたい。 

※ 質疑応答 

（委員Ｂ） 

  要望ですが、日程が分かったらすぐに教えてもらえないでしょうか。自分もなるべく

会議等にはすべて出席したいので、決まった時点でＦＡＸ等でも結構ですので、お知ら

せいただけると、そのように予定させていただきます。 

（委員Ｃ） 

  日程調整について、委員のみなさんのメールアドレスは事務局のほうで把握されてい

ますか。メールで一斉送信して日程調整できればと思いますが。 

（事務局） 

  現時点では、メールアドレスを伺っていないかたのほうが多いので、電話等による日

程調整をさせていただいています。今後の日程調整をスムーズに行うため、電子メール

等による日程調整も検討したいと思います。 

（委員Ｃ） 

  皆さんに日程調整していただく際に、Excelなどで日程表を作成していただいて、出席

可能な箇所にマルを付けてもらう等の方法を取り入れてもらえると調整しやすいと思い

ます。もしメールが駄目だよという委員がみえましたら、その時は電話ですとか、場合

によっては LINEならいいですよとか、そのかたに合わせた日程調整方法で、それぞれに

日程調整していただくようお願いします。 

（事務局） 

  了解しました。 

（山内委員長） 

  先ほど日程を御説明いただきましたが、第１回目の検討委員会については新しい委員

さんが多いですので、今日だけでは時間が足りませんから、この推進計画についても、

計画の見直しの際には随分整理もしていただきましたけれども、どのような内容を検討

していくのか、どこを参考に見ていったらいいのか、何が問題なのかといった内容も話

し合いが出来れば良いと思います。第１回はそのような内容で７月の上旬に予定させて

いただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

※日程案については異議なく承認。 
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４ その他 

※ 事務局より冊子「2019年度稲沢市の生涯学習事業」について説明 

※ 質疑応答 

（委員Ｂ） 

  この生涯学習事業の冊子は、市に行けばどなたでも貰えますか。 

（事務局） 

  こちらの冊子は、市役所のほか、支所・市民センターにも置いてありますので、御希

望のかたはどなたでも配布させていただいております。 

（山内委員長） 

  委員の皆さんは様々な御立場で活動されてみえますので、皆さんに周知したいものが

あれば、チラシでも何でも結構ですので、会議の際に御持参いただければ配布させてい

ただきます。それによっていろいろとつながることもあるかと思いますので、御協力を

お願いします。 

（委員Ｄ） 

  先程の生涯学習の冊子について、支所などで配布しているという説明でしたが、ネッ

トでは見られないのですか。 

（事務局） 

  市公式ホームページに事業の一覧としては掲載しております。また、今後に向けて、

それぞれの事業の詳細について見ることができるような掲載方法について検討している

ところです。 

（委員Ｄ） 

  できましたら、イベントのタイトルですとか、内容、開催時期、開催場所といった項

目で検索できるような仕組みを作っていただくと、参加者にとっては非常にありがたい

ですので、予算も必要なことだと思いますが、将来的に御検討いただきたいと思います。 

（事務局） 

  今年の１月に市の公式ホームページがリニューアルされまして、ホームページの更新

作業を各担当課で行うことが出来るようになりました。利用しやすい、見やすいホーム

ページに向けて、御意見をいただきましたように、講座の内容等も見やすく参加しやす

いものに変えていければと考えております。 

（委員Ｂ） 

  ホームページについては、本当に見にくくなりました。私は市のホームページを結構

見るほうですけれども、例えば「○○講座」といったものを探すときに、市全体で「講

座」という項目を一つ、どんと作ってあります。審議会等でも同様ですが。例えば教育

委員会に関する講座は教育委員会のページから見られるとか、そういう形になっていな

いものですから、本当に探すのが大変です。 

（委員Ｃ） 

  私も同じことを思っていました。ホームページをパッと見たときの印象は良いのです

が、Ｂ委員が仰られたように、何かを探そうとした時に非常に分かりづらい。前のホー

ムページのほうが良かったように思います。慣れているからかどうか分かりませんが、

新しいほうは分かりにくい。特に学校関係のページが分かりにくいように感じます。 

（委員Ｂ） 

  私も先日この会議の会議録を取ろうと思って探しましたが、かなり苦労しました。 

（山内委員長） 

  このような意見が出ていたということを担当課にお伝えください。 

（事務局） 

  これまでは担当各課が秘書広報課に依頼をして、秘書広報課がホームページを修正し
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ていくという仕組みだったため、かなり時間が掛かりましたが、現在は担当各課で修正

できる仕組みに変わりました。見やすさの点については、私どもも作成する際、皆さん

と同じように該当ページを探すのに苦労しておりますので、今後整理をしていく必要が

あると考えております。もうしばらくお時間を頂ければと思います。 

（山内委員長） 

  各課が担当されるページの以前の、大きな構成の部分に問題があると思います。改善

に向けてよろしくお願いします。 

 

＜午前１１時３５分閉会＞ 


