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会 議 名 
令和元年度 第２回 生涯学習推進会議 

開催日時 令和２年２月１７日（月）午前１１時１５分～午前１１時５５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 

協議事項 

１ 令和元年度検討結果まとめ（案）について 

２ 2019稲沢市生涯学習推進計画の進行管理について 

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、 

 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】 

 

◎ あいさつ 

（恒川教育長） 

社会教育委員会に引き続いての会議ということで、大変時間が長くなって申し訳ありま

せんが、よろしくお願いいたします。今回第２回生涯学習推進会議ということでございま

すが、第１回から今回までの間に検討委員会を４回にわたって開催していただき、様々な

御検討をいただいたということで、感謝申し上げます。 

先ほどの社会教育委員会でふるさと新発見学習についてお褒めの言葉をいただいて、と

ても嬉しく思っております。この事業は自分が教育長になって２年目から取り組んでいる

もので、今回で４回目となります。自分が中学生や大人を見ていて、住んでいる稲沢市の

ことを知らない人が多いと感じ、これは何とかしなければいけないということで、子ども

たちに是非とも稲沢市に誇り、愛着を持ってほしいということで始めた事業であります。

どうして中学２年生かといいますと、２年生のところで地域のことを学習する、そういう

教育課程になっているのですが、本来ですと３学期に行うことになっているものです。た

だ、３学期ですと時期的に教育課程を消化するだけになりがちで、本来求められている、

力を付けさせる学習ということが十分ではないということで、夏休みを利用して、夏休み

の前後で挟むようにして、学習を単元として持って、そして学んだことを各学校で１０月、

１１月の辺りで発表し、代表の生徒が表彰式、そして発表会というような手順になってい

ます。とても良い発表で、実はこれもいろいろ御指摘いただいているとおりで、学校教育

だけではいけないと、広く市の行政の人にも知ってもらわないと生徒の発表が活かされな

いということで、市の各課の代表や観光協会など関係団体にも参加していただいておりま

す。社会教育委員さんには御案内しておりませんでしたので大変失礼いたしましたが、次
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回については御案内させていただきたいと思っております。内容は本当に中学生なのかと

思うくらい立派な内容でやっております。ある方が、一般の行政の中でも発表の機会がい

ろいろとあると思いますが、中学生のほうが内容が濃いのではないかと言って、お褒めの

言葉をいただいたこともあります。本当に子どもたちは真剣に取り組んでいて、子どもた

ちが持っている力、可能性というのは計り知れないものがあると感じました。今日、いろ

いろな御指摘をいただいたことを参考にしながら、広く市民に御理解いただけるようにし

ていきたいと思っております。 

もう１点、生涯スポーツの立場からですが、新聞等で報道されております全国体力・運

動能力、運動習慣等調査結果が出ておりまして、小学校５年生と中学校２年生の結果です

が、愛知県が４７都道府県で最下位になります。それと同等に稲沢市も低くなっておりま

して、これがずっと続いております。自分自身も問題意識を持っておりまして、小中学校

の校長会であるとか、機会があるごとにお話をさせていただいております。学校も一生懸

命やっているのですけれども、学校での体育の授業だけでは限界がありまして、やはり家

庭での生活というものも考えなければいけないのではないかと思っております。分析の中

で、スマホがある子どもたちというのは、大人もそうですが、スマホを使ったりゲームを

している時間が長く、それに時間をとられて運動しなくなるのではないかという分析をし

ておりますが、私はそれだけではなくて、根本的に少子化の影響もありますが、外で遊ば

ないという雰囲気が強く出ていて、これは大変心配だと感じています。自分もそうですが、

ここにお見えになるかたは、多分小中学校、高校、大学という中で培った体力で、今を生

きていると思います。そのように考えますと、今の子どもたちはこれから先大丈夫でしょ

うかと問題提起させていただこうと思っておりますが、とても大きな課題であると考えて

おります。 

最後になりますが、本日は本当にいろいろな意味での御提言をいただきましたので、是

非とも持ち帰って、しっかり検討させていただくことをお誓い申し上げまして、冒頭のあ

いさつとさせていただいます。 

 

※教育長、教育部長は公務のため退席 

 

（山内委員長） 

前段の社会教育委員会のところでいろいろと御意見をいただきました。さらにこの会議

でも御指摘をいただければと思います。今年度のまとめとなりますので、具体的にこうい

うことをやっていこう、社会教育委員会の中でこんな話が出たよということを付け加えて

いく資料にもなると思います。時間もあまりありませんので、スムーズな議事の進行に御

協力をお願いします。 

 

◎協議事項 

※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 

 

１ 令和元年度検討結果まとめ（案）について 

※資料１「令和元年度検討結果まとめ（案）」について、事務局から説明。 

（説明の概要） 

・2017 市民意識調査で、若年層に対する学習機会の確保や意識付けが重要な課題となって

いることから、令和元年度は「学習機会の充実について」をテーマに検討を行った。 

・検討については、「ふるさと新発見学習など、児童・生徒の取組みとの連携」、「子どもの

視点からの取組み」、「高齢者の活用について」、「若い世代への学習機会の提供について」、

「情報提供、情報発信について」の５項目について検討し、今年度のまとめとした。 
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※ 質疑応答 

（Ａ委員） 

まとめ案の「１ ふるさと新発見学習など、児童・生徒の取組みとの連携」の冒頭の部

分に「成人教育」という言葉が出てきます。成人教育というのは昔使われていた独特な表

現であって、意味は分かりますが、もう少し柔らかく言葉を変えてはどうでしょうか。社

会教育と言ってしまうと、これはまた意味が広い、狭いという話になりますので、別の言

葉で何かないか。現在も成人教育課、社会教育課といっている市町もありますが、多くは

生涯学習課となっています。言葉の意味は全然違うのですけれども。ここの成人教育の意

味というのは、大人たちが学ぶということでしょうか。 

（事務局） 

 はい。ここでは特に大人の中の若い世代ということになります。 

（Ａ委員） 

 一般には成人教育といったほうが分かりやすいのかも知れませんが、少し言葉の使い方

として、過去にいろいろな経緯があったところですので、柔らかい言葉に言い換えてもら

ったほうが良いかも知れません。 

稲沢市文化団体連合会が意識調査をこの前やっていただいたのですが、福島委員もお持

ちですけれども、ここには「しきたり・習わし」がまとめられています。昔から稲沢市に

あったものを、今の市民がどれだけ知っているのかという調査ですが、ほとんど知らない。

日常使っている言葉のもとになっているものがあったり、生活の基本的な考え方であった

りがこの習わしの中にあったり、行事の中にあった訳ですよね。これについて文化団体連

合会が調査しているのですが、調査について我々ももっと連携すると良いのではないかと

思います。これを使えば、我々が別で調査する必要はなくなります。かなり努力してみえ

る調査なのです。他に稲沢市の中で、栗林委員が市全体の動きについて検討を頂いており

ますけれども、そういう機会に調査されたデータが我々のところまでなかなか入ってこな

い。こういうデータを見てみると良いのではと思っています。ここで 2017 年の市民意識

調査の話が出ていましたので、ちょっと思ったことです。いろいろと良いデータはあるの

です。今は関わりがなくなりましたけれども男女共同参画審議会でも同じような調査をし

ています。いろいろな委員会でこういう調査をしていますが、それぞれでやった調査の結

果をちょっとつまんでいって、引用し、活動していければいいなと思っています。 

（Ｂ委員） 

 このまとめについては、この後どのように扱われるのでしょうか。 

（事務局） 

まとめに記載されている事業の担当課がございますので、そちらのほうに、こういった

御意見があったので参考にして事業の改善に努めてくださいということで、お渡しをさせ

ていただきたいと思います。 

（Ｂ委員） 

 市長まではいかないのか。情報をどこまで伝えるのか。教育委員会が委員を委嘱する会

議であっても、やはり市長が知らないではいけないと思います。 

（事務局） 

 生涯学習推進会議の委員の委嘱は市長からさせていただいておりますので、今年度この

ような形でまとまりましたということで、市長にも報告させていただきたいと思います。 

（Ｂ委員） 

 紙を渡すだけでなく、説明もしてほしいと思います。 

（事務局） 

 内容も含めて御報告させていただきたいと思います。 
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※検討まとめ案について異議なく承認された。 

 

２ 2019稲沢市生涯学習推進計画の進行管理について 

※資料２「2019稲沢市生涯学習推進計画の進行管理について」説明 

（説明の概要） 

・平成 31 年３月に策定された稲沢市生涯学習推進計画は、令和元年度からの 10 か年を計

画期間としているが、計画を実効性のあるものとするため、毎年度終了後に進行状況を管

理することとなっている。 

・進行管理については、計画の第１章の５に、「第４章に挙げた各種施策について、実績や

取り組み内容を適宜調査します。調査結果を基に、生涯学習推進会議で協議し、そこに出

された意見や提案を取りまとめ、担当部署と連携して計画の目標達成を目指します」と記

載されていることを説明。 

・進行管理は計画初年度である令和元年度が終了した後の令和２年度から実施することに

なるため、具体的な進行管理の方法について、事務局案を提案させていただく。 

 

※ 質疑応答 

（Ｃ委員） 

 資料２の裏面「調査票（案）」を見ていて、手段と結果を報告する形になっていますが、

現状がこうだというのがあって、それを変えたいということで施策を打って行くわけです

よね。事業の結果を報告すること自体は必要なのですけど、そこで満足してしまってはだ

めで、課題があって、それがどう変わったかという評価にしないと、意味がないと思いま

す。よくＰＤＣＡと言いますが、計画を立てて、実施したらそれをチェックして、次年度

の活動計画に反映させるというプロセスを繰り返すことによって、課題の解決につなげて

いくというものですが、この調査票がそれにつながるのか、次期の計画に反映されるもの

になっていないと、評価すること自体あまり意味がなくなってしまうので、そういうよう

な流れが見えるような評価にすべきではないでしょうか。 

（Ａ委員） 

 手段が目的化してしまうことが多くありますので、事業をもう１度振り返るための資料

となるような形が良いかも知れません。評価については、担当者の自己評価ではないほう

が良く、チェック機関、例えば私たちのような者がコメントを入れていき評価していくほ

うが良いのではないでしょうか。担当課のコメントにするのか私たちのコメントにするの

か、また、評価は誰がするのか、第三者が評価するのか、この辺りが一番の問題かもしれ

ません。 

（事務局） 

 調査票案でお示しさせていただいている評価方法については、Ａ～Ｄの評価を各担当課

が自己評価として入れていく形になっておりますが、自己評価の場合、評価にばらつきが

出やすいという問題もありますので、委員からの助言やコメントを記載するような形の評

価方法についても検討したいと思います。 

（Ｃ委員） 

 民間企業ではよくＫＰＩという言葉を使います。Key Performance Indicator、つまり

指標として、数値目標として、例えば児童の体力測定の結果が悪いので、これを上げてい

くというときに、その取り組みの指標となるような、目的となるような指標をあらかじめ

入れておくというのが一つの方法で、そこに改善が見られれば事業として成功ですし、改

善がなければやり方自体問題があったということかもしれないということで、そういう指

標を事前に設定しておく、そしてそれを評価で活用していくというのが良いと思います。 

（Ａ委員） 
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 数値目標で評価できる事業もありますが、そうでないものもあります。数値目標は一つ

のチェックポイントではありますけれども、本来の目的ではないようにも思います。 

（Ｄ委員） 

 計画には、ここをクリアしてほしいという文言が一つも入っていなくて、事業の内容は

書いてあるのですが、例えば調査票案の施策内容の例でいきますと、自主グループの活動

の手伝いをするとありますが、これだと手伝いをすればＯＫになります。ですので、数値

化、あるいはもっと具体的な目標、これを狙って、これをクリアできたらというような、

はっきり分かるものをこの中に入れてはどうでしょうか。 

（Ａ委員） 

 いくつもの事業があり、一つ一つに狙いや目的を設定していくと、大変なことになると

思います。計画の一番の元の中に、このまとまりのこういう事業をするということが、市

民の意識の向上につながるですとか、そういう考えで計画がまとめられていますので、そ

れぞれの項目の中で、実施内容がそれに合っているかどうかをチェックしていくというこ

とでも良いのではないか。 

（Ｃ委員） 

 2019稲沢市生涯学習推進計画の中には、どういう方向性に向かって行きたいかというこ

とが矢印の向きで書かれていますよね。ですから、そちらの方向に向かっているかどうか

を評価として考えて、評価の数値というと調べてみないと分からないですし、調べること

自体にコストや労力が掛かるので、そういったものは難しいですけれども、例えば回数と

か、参加人数とか、あとは年齢構成とか。また、市の実施している講座の中でもシニアに

偏っているので若い人を増やさないといけないよねといったことについて、毎回アンケー

トをとっていらっしゃるのでしたら、構成比がどういうふうに変化しているかといったこ

とについては、わざわざ調査をしなくても分かると思います。ですから、そういうふうに、

別段労力やコストを掛けなくても分かるような手法を盛り込んでいくのが良いのではな

いでしょうか。 

（Ａ委員） 

 年間に何回もやられる事業もありますし、記録がある程度整理され、振り返りがしやす

い形でまとめられているといいですが、これは最後のまとめでも結構ですけれど、そうい

うものがあると、次にどういう事業をやったらいいかが分かりやすいですよね。どの程度

まで書いていくかとなると、いろいろと課題が出てきますので、事業ごとによってもやり

方が変わるかもしれません。しかし、大枠ではこういうような形で進めていくというのは

どうでしょうか。無理をして、評価自体が重荷になってもいけませんので。 

（事務局） 

 ただ今、参考指標や評価についての御意見を頂戴しました。御提案いただいたような形

での評価ということになりますと、事務局案やその一部修正では対応できない部分もござ

いますので、今回の件については次回へ持ち越しとさせていただき、次年度第１回の会議

において、改めて御提案させていただきたいと思います。 

※議題２については次回へ持ち越しとなった。 

 

３ その他 

※民法改正による成人年齢の 18歳への引き下げに伴う成人式の取り扱いについて、対象と

なる現在中学３年生とその保護者にアンケートを実施した結果、中学生で約５割、保護者

で約７割が現行どおり 20 歳での開催を希望された。この結果も踏まえ、本市ではこれま

で同様２０歳を対象に、名称を変えて実施する方針とし、４月号広報で周知する予定であ

ることを説明。 

※ 質疑応答 
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（Ａ委員） 

成人式を何のためにやるのかが重要で、やること自体が目的になってはいけません。実

際に成人式を見てみますと、止めたらどうかと思うような状況もある。なんでこんなこと

にお金を使ってやるのかと。生涯学習課の皆さんは体を張ってやっている。おかしいと思

う。それよりも、地域の中学校単位に戻してあげて、地域のまちづくりのおじさんたちが

寄ってきて、成人になったなと声を掛けて皆でお祝いするほうがよっぽど良いと思います。

この辺のことも話題になるかもしれません。稲沢市の成人式は現行どおり、そういう方向

だということですね。 

（事務局） 

成人式の名称は変えて、「二十歳の集い」や「二十歳を祝う会」など、今後名称は検討し

ていきますが、成人式という名称ではない形で進めていきます。 

（Ａ委員） 

名称はどうであれ、集まってきた人たちに対して、良い成果があるのか。この視点でみ

ていかないといけないのではないか。担当課は苦しいところだと思いますが、よろしくお

願いします。 

 

＜午前１１時５５分閉会＞ 


