
平成 26年第 1回社会教育委員会会議録

日 時 :平成 26年 5月 27日 (火 )

午後 7時 30分から午後 9時 30分
場 所 :あわら市役所  1階  101会 議室

(会議 日程 )

1開  会

2 教育部長挨拶

4 議長挨拶

5議 題

(1)平成 25年度事業報告について

。 文化学習課所管  ・ スポーツ課所管

(2)平成 26年度事業計画について

。 文化学習課所管  ・ スポーツ課所管

(3)その他

6 閉  会

(出席委員 )

島田 充寿

山本  篤

永樟 厚子

(欠席委員 )

堀田 あけみ

北田 和彦

林   秀

辻  邦雄

佐孝 修彦

大宮 早苗

長谷川幸子

宇都宮高栄

含と

由水

正治

勇

園道 忠雄  三上  徹

(委員以外の出席者)

教育長      寺井 靖高

スポーン課長   三上  進

スポーツ課長補佐 出島 瑞恵

トリムパーク所長 岩田 利和

創作の森次長   東  俊行

郷土歴史資料館補佐 橋本 幸久

【開 会】

【委嘱状交付】

教育長より各委員へ委口届状を交付する。

文化学習課

スポーツ課長補佐

文化学習課補佐

中央公民館長補佐

金津図書館補佐

文化学習課

雀井 和弥

西川 佳男

田中美紀恵

長谷川元人

佐々木幸枝

三上 方弘



【教育長挨拶】

事務局より社会教育法 (抜粋)の説明を行つた。

【議長及び副議長の互選】

事務局 あわら市社会教育委員設置条例施行規則に基づき議長副議長の選出を説

明。委員の互選により、議長に宇都宮高栄委員、副議長に佐孝修彦委員が

承認される。

【議長挨拶】

【議 題】

(1)平成 25年度事業経過報告について

文化学習課所管について、文化学習課長が、スポーツ課所管について、ス

ポーツ課長が各事業の報告を行う。

【質疑応答 。意見交換】

議長 それぞれ報告していただきましたが何か質問はありませんか。

委員 25年度の創作の森の入館ですが、ガラスエ房とか陶芸などの教室がいろい

るありますが利用人数はわかりませんか。

事務局 (創作の森次長) 陶芸教室については平成 25年度は148人です。陶芸

一日体験については2,569人です。ガラスー日体験は4,912人です。

議長 創作の森の「熔チ|1美花展」が36,000人 の入場者数があり、「土門拳の子

どもたち」は3,200人ですね。 10分の 1ですが、私の世代は良い印象を持っ

たのですが、若い世代には合わなかったということでしょうか。

委員 創作の森は、4回企画展があって、それでいろいろなバージョンで考えてき

たという経緯があるのですが、やはり対象年代というか、どうしても土田ひろみ

さんの考え方にはちょっと若い子はついてこないというのがあります。
「熔川美香展」は、私は全部で 5回行つているのですが、何回でも行ったとい

う人がいます。 つまりそれだけ魅力があるということだと思います。そして、

典型的にあわら市以外の方が多かった。企画をする側は、いろいろなことを考え

ていると思います。「熔)|1美香展」が全国展開をしていただけに、たまたまヒット

したということだと思います。 好きか嫌い典型的なものがあります。

【議 題】

(2)平成 26年度事業計画について

文化学習課所管について、文化学習課長が、スポーツ課所管について、ス



ポーツ課長が各事業計画 を述べ る。

【質疑応答・意見交換】

議長 平成 26年度事業計画について、質問はありませんか。

副議長 定例会について、いつも思 うのですが、良い意見が出て、行政のほうで検

討 します と言つて、次の定例会までにその結果報告がない。前回の時に、図書館

の閉館時間が早いのではないかとい う意見に対 して、次回までに検討 しますと行

政側が答えているが、その結果が出てこない。尚且つ前回、たばこの自販機のこ

とでお話 させていただきました。正面に入つてす ぐ自販機があるとい うことは、

健全育成の面でも遺憾であるとい うことで、自販機の位置を変えてくださいとこ

の場で言わせていただいたが、前回の議事録にも出ていると思います、検討 しま

す とい うことが、結果としてこうい うことでできない とか、図書館においても 6

時以降の姑応ができないなどの理由付けをお示 ししていただかなければ、どんな

良い会議をしても、どんな良い意見が出ても結果次第ではだめだと思います。行

政側はどう思っていますか。

事務局 (文化学習課課長) 図書館の開館時間については、いま検討中でございま

す。人員配置の問題がございまして、職員、日届託を雇い、ローテーションを組み、

シミュレーションを作 りまして、これならいけるとい うような職員募集を今後 し

ていきたいと思います。ただ金津 と芦原図書館 とでは利用の時間帯が違 うようで

す。

事務局 (金津図書館館長補佐) 金津図書館は朝早 く利用 され る方が多いというこ

とで、朝の時間を早 くしました。芦原図書館は、どちらかとい うと朝より夕方に

利用 され る方が多いとい う形になってお ります。金津図書館は移転の際に、 6時

から6時半までの来場者の数を調べたところ、平均 して 1日 一人に満たない結果

が出たので、朝利用される人に便宜をとい うことで、朝早 く開館するとい うこと

にな りま した。

副議長 そ うい う報告を例えば前回の定例会でこの話が出たときに議事録をとって

あるはずですか ら、議事録を精査 していただき、次の定例会に前回こんな意見が

出て、こんな回答をしましたとい うことを報告 していただかないとだめだと思い

ます。今後注意 していただきたい。良い意見が出ても反映されなければ納得がい

かない。 自販機についてはどうい うふ う思われているのですか。

委員 担当が監理課なので監理課で今 もめています。設置するまでの経緯を聞くと

なかなか難 しい。これは何 とか しないと私も思つていますが、もうちょっと様子

を見てください。文化学習課では全 く分からないと思います。

前か ら言つていますが、社会教育の中に老人関係のデータ何 もない。前回は、

所管が違 うとの説明だったが、公民館などで老人会活動を行つているのだから、

データがないと社会教育全体を見渡 した会議にならないのではないかと思います。

教育長 老人関係につきましては、市長部局と教育委員会が協議 して何 らかの方向



性を出させていただきます。

課長 自販機のことは、所管の監理課に振つていると思 うのですが、結果が戻つて

きていないということがあります。

教育長 議事録の件につきま しては、ホームページに上がっているとお りでありま

すが、定例会に必ず前回の議事録 とそれ らについての方向性について印刷 したも

のをお手元に出します。

議長 そ うしていただけるとフォローが出来るし、いろいろ協議 しながらできます

のでよろしくお願いします。

副議長 なかなか意見が出ないとい うのもそ うい う点もあるのでないかなと最近思

います。

委員 社会教育の行事の羅列だけで疲れます。それで、どうですかと急に振られて

も自分の担当はわかるけれ どそれ以外のことはなかなかわからない。

教育長 事前に議案書を送付 させていただきます。それをご覧の上ご出席を賜 りま

すようよろしくお願いします。それに前回の議事録もつけて送 らせていただきま

す。当日は申し訳ありませんが、送 りました議案書等をご持参の うえ、おいでく

ださい。

議長 事務局のほうから非常に良い提案がありました。

委員  IKOSSAの 郷土歴史資料館でいろいろな行事をやっていただけるのは非

常に うれ しいのですが、ふるさと講座の水野先生のお話 とい うのは、市民大学講

座に入つているのと同じとい うことですね。連携 して行 うとい うことですね。そ

うい うことを説明していただくとわか りやすい。同じように第 3回の久世先生の

市民大学講座は、創作の森のアー トドキュメン トと併せて行 うとい うことですね。

そ うい うことを事務局もきちんと説明をしてほしい。

国民体育大会は、準備が大変だ と思います。その準備にいろいろな方を動員す

るのであれば、レクリエーションスポーンをしている方々の協力な しではできな

いと思います。

もう一つ、この機会を利用 してスポーンに親 しんでもらうための育成 とい うも

のを何か入れていただきたい。底辺を広げるとい う基本的なものがないとあわら

市の体育は広がっていかないと思 うので、国体を契機に何かやろうとい うものを

入れていただきたい

事務局 (ス ポーツ課長) 学校開放の登録者やニュースポーツ教室の参加者につい

て定期的に活動 していただ くようにお願いはしていますが、実績 として挙がって

こないのが現状です。これからもスポーツの楽 しさも含めて人 口の拡大を図つて

いきたいと思います。みなさんも是非スポーン等に参加 されて仲間づくりをお願

いします。

委員 国体のバ レーボールのボランティアとはどのような内容かを知 りたい。競技

については市やボランティアではなく県がすると思います。市 としてする内容に

ついて早めに知 りたい



事務局 (ス ポーン課長補佐) 資料における中央、県は競技に関係する人であり、

市の職員やボランティアは、得点の集計、表彰式や駐車場など競技から離れた部

分になります。人員数は東京や岐阜国体などの事例を基にしたものです。バ レー

ボール協会については、県が育成を始めています。

近 くなれば県から要請がある。なければボランティアとしてご協力いただきたい

と思つています。

委員 そのようなことについて、市のバ レーボール協会に情報がほしい。

事務局 (ス ポーツ課長補佐) まだ県のパ レーボール協会から各市の協会には情報

が降 りてきていません。

県のバ レーボール協会が集めている人員については開催の市町はわからない。

競技団体 と行政側 と並行 して準備をしています。競技に係 る部分は競技団体、式

典 とか宿泊、輸送などは市の仕事 とい う持分で今進めています。

委員 過去の大会からおおよそ見当がつくのではないかなと思います。

委員 市のバ レーボール協会が、あわら市でバ レーボールをしてほしいと県に申請

をしている。だからバ レーボール協会が中心になって動かなければならない。

委員 市として国体運営においていろいろなボランティアを募ることになる。ボラ

ンティアとひと言で言つてもどのようなボランティアがあるのかとい うことを聞

いている。何をするかとい うことではなく、どのようなボランティアができるの

か とい うことだと思います。

【連絡事項】

県市社会教育委員連絡協議会および東海北陸社会教育研究大会について事務局から

説明

【閉会】

議長 以上をもちまして本日の定例会を閉会します。


