
平成 30 年度第２回社会教育委員定例会会議録 
 

日 時：平成 31 年３月 14 日(木) 

午後７時 30 分から午後９時 

場 所：あわら市役所 議会委員会室 

 

１ 開  会 

２ 教育長あいさつ 

３ 議長あいさつ 

４ 議  題 

(１) 平成 30 年度社会教育委員各種会議等報告について 

 

(２) 平成 30 年度事業報告について 

・ 文化学習課所管   

・ スポーツ課所管 

 

(３) 2019 年度事業計画について 

・ 文化学習課所管   

・ スポーツ課所管 

 

(４) 県社会教育研究集会について 

    ・ 10/３(木) 於：池田町 

・ 第４分科会 「地域文化の振興」坂井ブロック 

・ 提案者 宇都宮 高栄 委員 

・ 司会者 大 橋 成 孝 副議長 

 

(５) その他 

 

５ 連絡事項(県・東海北陸大会等日程) 

（１） ６月14日(金） 県社会教育委員連絡協議会総会 永平寺町 

（２） 10月10.11日(木･金） 東海北陸社会教育研究大会三重大会 津市 

(３) 10月24.25日(木･金) 全国社会教育研究大会兵庫大会 神戸市 

(４)  10月３日(木） 県社会教育研究集会 池田町  

（５） 11月27日(木） 市町社会教育委員リーダー研修会 勝山市 

（６） 11 月～２月(期日未定) 坂井ブロック研修会 坂井市 

 

６ 閉  会 

 



（出席委員） 
   林  秀   大橋 成孝  北田 和彦  改藤 修   北島 康隆 
舘  香織  砂田恵美子  宇都宮高栄  伊戸 君枝  松浦 悦子   

 
（欠席委員） 
  番匠裕美子  中山 徹也  山下 紀幸  三上 徹     
 
（事務局） 
教育長        大代 紀夫   教育部長       糠見 敏弘 
スポーツ課長     宮川 利秀   スポーツ課長補佐   長谷川元人   

スポーツ課長補佐   細川 正樹   文化学習課長補佐   小嶋 佳枝   

郷土歴史資料館長補佐 橋本 幸久   創作の森事務局次長  林  大作   

金津図書館      河村みゆき   文化学習課      藤嶋 一登    
  

【教育長挨拶】  

 

【議長挨拶】 

 

【議題】  

  (１) 平成 30 年度社会教育委員各種会議等報告について 

    文化学習課長補佐が報告を行う。 

 
（２）平成 30 年度事業経過報告について 
    各担当者より説明を行う。 
 
（３）2019 年度事業計画について 

各担当者より説明を行う。 
 

【質疑応答】 

議長 それでは、事業報告、事業計画について、もう少し説明してほしいことや、

ご質問、ご意見はございませんか。 

 

委員 今年度から社会教育委員になりまして、研修会等の報告もありましたが、研

修があった時には参加し、有意義であったと思います。 

事業報告について、２点お聞きしたいことがあります。 

  まず１点目は、図書館の事業報告の中にあったブックトークについてですが、

細呂木小学校以外となっています。これはなにか事情があったのでしょうか。ぜ

ひ全校で、やっていただきたいと思います。 



  もう１点は、金津創作の森の事業報告の中で、わくわくアートスクールという

体験活動を小学校４年生が行っており、来年度も行う計画になっていますが、い

つ頃からやりだしたものなのかということと、対象となる学年はどのように決め

たのかを教えていただきたい。 

  また、高校生のためのクラフトセミナーに金津高校の生徒が体験に行くようで

すが、かなり時間がとられるように思いますが、来年度は２年生全体を予定して

いるのはどういった趣旨からですか。 

 

事務局 今年度ブックトークを細呂木小学校でやっていないのは、例えば学校にブ

ックトークをされる先生がいらっしゃるとか何か事情があったと思いますが、基

本的に全校で行う事業ですので、次年度についても全校で行う予定です。 

 

事務局  わくわくアートスクールの開始時期については、ただ今資料が無くお答え

できませんが、高校生向けのクラフトセミナーについては、今年度は、学校との

話し合いの中で、参加が難しいとのことでしたが、なんとか１年生の一クラスが

参加できることとなりました。もともとの方向性としましては、２年生を対象と

しておりますので、来年度につきましても２年生で計画させていただきました。 

 

教育長 金津高校から大学入試のやり方が変わることもあり、華道、茶道も同じで

すが、入試対策の方へ時間をまわしたいとのお話があったわけですが、校長先生

とも交渉して、これまでの創作の森との繋がりもあり、今年度はなんとか１年生

で一クラスだけ行ってもらうことができました。来年度も２年生全員での予定は

していますが、午前中いっぱいかかってしまう事業のため、全員は難しいのでは

ないかと思います。ただ、文化芸術に触れるという情操教育も大事なのではない

かということで、参加をお願いしているところです。 

 

事務局 昔は小学校は５年生、中学校は２年生を対象にやっておりましたが、５年

生は、自然教室など校外学習もたくさんあり、忙しいということで、１学年降ろ

し４年生になったという経緯があります。 

 

委員 公民館の定期教室について、2019 年度は、私の家の近くの剱岳、坪江公民館

などで、体を動かすような健康関係の講座が無くなっています。３年経過すると

自主クラブへ移行するという事は聞いていますが、３年経ったからといっても参

加している受講者は入れ替わっているので、同じ内容であっても、３年以上続け

てもいいと思います。高齢者が参加できるように、近くの公民館で健康づくりに

関する講座をぜひ続けていただきたいと思います。ストレス解消になって、いい

汗を流し、コミュニケーションもとれて、いい時間を過ごせた、というのが住民

にとってとても幸福に感じるかなと思いますので、各公民館にできるだけ１つは



そういう講座が必要ではないかと思います。 

 

事務局 委員が言われたとおり、公民館の定期教室は、３年経過すると自主クラブ

へ移行するのが望ましいということで、受講生の中でお世話をしていただける方

を作って自主的に行っていただくことを推進しています。 

  そのほか、スポーツ課でもニュースポーツとか簡単に体を動かせる教室を行っ

ているので、ぜひ参加していただきたいと思います。 

 

委員 トリムパークで、そういう教室をやっていることも知っていますが、高齢者

がそこまでは行けないわけです。自宅の近くの公民館で自主的に行なってはとの

ことですが、そうすると費用もかかりますし、クラブのお世話をする人も必要に

なってくるため、負担が大きくなります。予防をして健康寿命が長くなる方が、

市は財政的にも助かると思います。高齢者になると遠くへも行けませんので、ど

の公民館にも一つは健康に関する講座を毎年行ってほしいと思います。 

  健康長寿課と連携して、途切れないように行ってほしいと思います。 

 

事務局 自分の地域で気軽に参加して行える健康体操の講座ということで、内容を

少しずつ変えて行うとか、やり方もあると思いますので、委員からも地区の人達

がこんなふうに思っている、ということを公民館に提案していただきたいと思い

ますし、公民館長会議においてもこのような意見があったことをお伝えします。 

  健康長寿課でも健常者と介護状態との間のフレイルという段階に、介護状態に

なる前に何とかしようと取り組んでおりますので、そういう教室にも参加してい

ただきたいと思います。 

 

委員 スポーツ課関係で、地区へ出向いて、そういう教室を行っていると思います。

内容については、指導者に対しこういう内容の体操をしてほしいという提案型で

いいのではないでしょうか。 

  月に２．３回やっている地区もありますし、各地区の中でやはり引っ張ってい

く人が必要にはなります。 

 

事務局 地区の中で中心になる人を育てるというのも大切なことですし、いずれに

しても近くで気軽にできるということがテーマですから、十分に配慮するよう公

民館長会議でもお伝えします。 

 

委員 トリムクラブというのもあります。派遣型もありますので、そういうものの

利用も検討すると良いのではないかと思います。 

教育長 ３年経過すると自主クラブに移行することは、各クラブの自立を促す事や、

裾野を広げるといった意図もありますが、それでは費用もかかりますし、お世話



する人も必要になってくるということは聞いておりますので、今後課題として検

討してまいりたいと思います。 

 

委員 公民館というのは、地域の中心として避難所にもなっています。地区の人達

が公民館のどこに何があるかもよくわかった方がいいと思いますので、ぜひ公民

館に足を運ぶような教室をしていただきたいと思います。 

 

議長 ほかに何かご質問はありますか。 

 

委員 2019 年度の文化財保護事業計画の中で、横山古墳群の整備を検討されていま

すが、具体的にどういった事を予定していますか。 

 

事務局 地権者の確認や、市としての分布調査などを通じて、長期的な整備計画を

作ることがまず必要だと考えています。 

 

委員 外部の人に横山古墳群の事を聞かれた時に、十分に整備がされていないため、

恥ずかしい思いをしたことがあります。きちんと整備を進めて欲しいと思います。 

 

教育長 私も先日見に行ってきたところですが、前方後円墳の形もはっきりわかり

非常に素晴らしい所だと思っています。ただ、敷地も広大であることから、今後

どういった整備をしていくか、きちんと計画していきたいと思います。 

 

議長 私からも一つ質問をしますが、2019 年度の社会体育事業計画の中で、日独ス

ポーツ少年団同時交流事業として、ドイツから来られるようですが、何人くらい

来るのですか。 

 

事務局 スキーをやっている高校生 12 人を予定しています。ドイツでは高校生まで

がスポーツ少年団というやり方になっています。現在、市内のスポーツ少年団を

通じてホームステイ先などを探しています。 

 

議長 他にございませんか。 

   無いようですので、次にまいります。 

 

【議題】  

  (４) 県社会教育研究集会について 

    文化学習課課長補佐より概要を説明。 

議長 分科会の提案者と司会者を決める必要がありますが、どなたかご意見ありま

すか。無いようでしたら、私から提案させていただいて、皆さんの同意をいただけ



ればと思います。提案者として宇都宮委員、司会者として大橋副議長にお願いした

いと思いますが、いかがですか。 

（各委員ともに了承） 

それでは提案者に宇都宮高栄委員、司会者に大橋成孝副議長お願いします。 

【議題】  

  (５) その他 

議長 その他として、何の話題でも結構ですが何かございませんか。 

無いようですので、これで今日の議事は終了いたします。 

 

【連絡事項】 

2019 年度の県・東海北陸大会等の日程等について、文化学習課課長補佐より連絡。 

 

【閉会 副議長挨拶】 

 


