
平成 25年度第１回社会教育委員会会議録 
 

日 時：平成 25年 11 月 26 日(火) 

午後７時００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 教育長挨拶 

３ 議長挨拶 

４ 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   

・  スポーツ課所管 

(２) その他 

５ 連絡事項（県・東海北陸大会日程等） 

６ 閉  会 

 
(出席委員) 
  小坂 邦栄  堀田あけみ  細川 恭子  佐孝 修彦  青柳 淳一   
山本  篤  林   秀  由水  勇  宇都宮高栄  永棹 厚子   

(欠席委員) 
  田川 幹夫  林 清一郎  長谷川幸子  大宮 早苗  吉川 勝雄 
 
(委員以外の出席者) 
教育長       寺井 靖高   文化学習課課長    小林 昭彦    
金津創作の森局長  宗石 健一   スポーツ課課長補佐  出島 瑞恵    
文化学習課課長補佐 後藤 幸子   金津図書館長補佐   佐々木幸枝 
トリムパーク所長  岩田 利和   郷土歴史資料館主任  橋本 幸久    
 
 
【 開 会 】  
 

【 教育長挨拶 】  

  

【 議長挨拶 】  

 

【 議 題 】  

（1） 平成 25年度事業経過報告、登録団体及び各施設の利用状況について 
文化学習課所管について、文化学習課課長が、スポーツ課所管について、スポー

ツ課課長補佐が各事業の報告、登録団体数及び各施設の利用状況等の報告を行いま



した。 
【 質疑応答・意見交換 】 
議 長 それぞれ報告をしていただきましたが、追加等はありませんか。 
事務局（創作の森局長） 夏の企画展の蜷川実花展の来場者数 36,000人は、今までの最高 
の来場者数でした。 
議 長 それでは、ただいまの報告について、ご意見、ご質問があればお願いします。 
委員 ＩＫＯＳＳＡの 3階の施設の使用状況がわかりませんが、駐車場が少ない 
という問題を聞きます。これについて、どうお考えですか。今後、広げる計画はありま 
せんか。このまま金津神社をお借りしていくのですか。 
事務局（文化学習課長） 確かに少ないですが、図書館利用者のみでいっぱいになること

はないと思われます。今のところ事業が重なることもないですし、会議等で来場者が多

いと見込まれるときには、前もって金津神社をお借りしています。当面は、このままで

対応したいと考えています。 
委員 正面玄関前の黄色の表示部分（駐車禁止）がありますが、どうして駐車禁止にする

のでしょうか。せっかく、お金をかけて建てたのにああいう駐車場では問題です。多く

の人に来ていただいてこその施設です。駐車場が少ないから来館者がオープン時よりも

減ってきているのではないでしょうか。前向きに考慮してほしいです。 
  正面玄関前、向かって右側のＳＡＳＡさんの駐車場、道を隔てたところの駐車場を借

りることはできないのでしょうか。 
事務局（文化学習課長） まず、正面玄関前、向かって右側ですが、身障者用２台、一般

車用４台の合計６台分の駐車スペースしかありません。黄色の表示部分は、通路部分を

明確にするために設けました。通路に停めますと奥に停めた車が出られなくなります。 
次に、ＳＡＳＡさんのところは、従業員の駐車場となっていましてお借りできません

でした。 
更に、道を隔てた部分は、できればお借りしたかったのですが、条件等で折り合いが

つかず、かないませんでした。 
委員 ＩＫＯＳＳＡがオープンしたてのころの７、８月は、目新しいのでたくさ 
ん来られました。実は、玄関を入ってすぐのところに飲食コーナーがありますが、自動 
販売機がありません。理由については、いろいろ耳にしましたが、市外の方も来られま 
すし、ぜひ、設置を考えていただきたいです。 
それから、３階に湯沸かし機がありますが、湯のみややかんはありません。ぜひとも、 

 置いていただきたいです。 
事務局（文化学習課課長） 自動販売機については、将来、ＪＲ芦原温泉駅のにぎわい広場 
からＩＫＯＳＳＡまでを街歩きしていただきたいという思いで道の整備も考えています。 
その道すがら地元のお店で購入してもらいたいという考えで、設けてありません。 

委員 遠くから車で来られた方は、直接、会場に来られるので、必要だと思います。 
委員  11月 21日現在の資料館来場者が 5,567名となっていますが、その内訳はどうです
か。市内と市外の方の割合はどうでしょうか。 
事務局（文化学習課課長） そこまで把握していません。 
委員 ２階の入り口に受付係が一人いますが、受付簿を置いて、記入してもらうようにし 



たら、どんな人が利用するのかわかります。 
私は、飲食する場所があることがおかしいと思います。館内が汚れたりします。飲食

コーナーは、撤去して、その場所に市をＰＲするものでも置いたほうがいいと思います。 
芦原温泉駅からＩＫＯＳＳＡまで歩いてほしいということですが、看板もなくわかり 
にくいです。検討下さい。 
委員 整備は、これから徐々に行っていくと思われます。 
委員 来場者にアンケートを取っていますか。取ることで来場者が何を思っているのかが 
わかると思います。 
もうひとつ、駐車場から出るところの道路に信号機があるといいのですが。子どもが 
飛び出したりして大変危険です。 
委員 横断歩道は、設けられないのですか。 
委員 通学路になっていますので、横断歩道はあります。 
議長 図書館の横の道路は、市道でしょうか。市で何とかできませんか。 
事務局（文化学習課長） 信号機は、市では設置できません。 
議長 スピードを落とさせるような仕組みを道路にすることも考えていくといいと思いま 
す。 
事務局（文化学習課長） アンケートと３階の湯のみ等については、今後、検討します。 
委員 先ほどの佐孝委員の飲食コーナーは撤去したほうがいいという意見に対してですが、

図書館を利用する中学生等は、特に夏休み等は、飲食するところがほしいのです。飲食

コーナーでのみ飲食してもよいとして認めないと、一番利用するのが学生たちなので、

利用者が減ることになってしまいます。中央公民館なども飲食できるコーナーがあるか

ら、子どもたちがやってきます。 
  観光客に対しての対応はこれからの課題です。 
議長 その他にご意見等は、ありませんか。 
委員 このような施設が増えることはいいことで、喜んでいますが、学校側としても図書

館等に子どもが行きやすい環境づくりを進めていかなければならないと考えています。 
議長 先ほどの報告では、金津中学校の１年生しか来られていませんが。 
事務局（文化学習課長） 金津保育園、金津高校等、たくさん来られています。 
事務局（金津図書館長補佐） 金津図書館にも金津幼稚園やその他見学に来られています。 
委員 図書館は、非常に使いやすくなりましたが、あまり、インターネットを使えること

が知られていません。もっと、たくさんの人に知っていただき、使っていただきたいで

す。 
委員 公民館運営審議会の第１回目の会合があったようです。多分初めての会合だと思い

ますが、審議会のメンバーの８人とは公民館長ですか。 
事務局（文化学習課長） 委員は、学校教育や社会教育の関係者や公民館利用者などの８

名で、１回目でしたので各公民館長も同席しました。 
委員 公民館運営審議会の目的は、何ですか。メンバーには、社会教育委員も含まれてい

ますか。 
事務局（文化学習課長） 社会教育法第 29条に基づき、各種事業の企画等のアドバイスを
行います。議長と堀田委員に入っていただいています。 



委員 各公民館において、運営審議会を行っていると思いますが、私は、社会教育委員と

して北潟公民館の運営審議会に出席し、企画等の立案に参加しています。 
委員 運営審議会があるところとないところがありまして、そこで市として公民館はどう

あるべきかと考えていこうということで設けられました。教育委員会とか社会教育委員

が考えて事業を行っていけるといいのですが、専門的なことまではなかなかということ

ですね。 
事務局（文化学習課長） 今後は、各公民館に、公民館運営審議会を設けることが理想で

すが、まず、第一歩として設けました。 
委員 福井市や鯖江市は、活発に公民館活動を行っていますが、今まで、あわら市は、盛

り上がりがなかったです。公民館運営審議会は、これから、盛り上がっていくためと思

えばよろしいですか。 
委員 公民館は、これまで生涯学習の拠点でしたが、今後は、コミュニティセンター的な

要素も必要となってくるということだと思います。各公民館でバラつきがあるので、こ

れも統一しなければいけないです。 
委員 子どもに携わっている者として、トリム、創作の森、ＩＫＯＳＳＡ等をフルに利用

させていただいています。 
  創作の森は、遊具がなくても子どもたちは一日遊べますし、そのほかの施設でも子ども
たちは喜んで遊んでいます。お年寄りも散歩しています。図書館でも読み聞かせをして

いただいています。いい施設があり、大変喜んでいます。 
  また、蜷川実花展では、若い人たちがたくさん来られました。若い人が来ることはい

いことです。ここ最近の夏の企画は、親子が楽しめていいと思います。 
委員 勤労青少年ホームを壊すと聞いていますが、金津ジャズクラブ等が音楽室として使

っています。代替えはあるのでしょうか。 
  高椋公民館は、地域の人が利用するからか、稼働率が高いです。文化会館は、ほとん

どは吹奏楽部の利用です。この子どもたちが卒業してからの組織があれば、文化会館を

ホームとして活動することも考えられ稼働率も上がるのではないでしょうか。 
  創作の森の施設で、芸術少年団というかスポーツ少年団の芸術版を作って、作家を育

てることも必要かと思います。 
事務局（文化学習課長） 現在、金津ジャズクラブさんや音泉組さんは、勤労青少年ホー

ムを使っています。早急に中央公民館に音楽室を設ける等の改修をしたいと考えていま

す。 
  改修後には、できれば、社会福祉センターと勤労青少年ホームを、26年中に使用中止
としたいと考えています。 
また、芸術家の受け皿作りがあわら市ではできていないと感じています。今後の課題

です。 
事務局（創作の森局長） 芸術少年団はいいと思いますが、立ち上げるのは、なかなかむ

ずかしいです。 
  子どもたちを巻き込むということで、ワクワクアートスクールを行っていますが、きっ
かけになるといいのですが。 
  サンサンクラブも弱くなってきているので、テコ入れが必要です。 



委員  ワクワクアートスクールはきっかけとしてはいいものだと思いますが、一過性で次
に繋がらないです。 
委員 市としては、これが精いっぱいなのかもしれません。以前は、バスがない、時間が

ないということもあったと思います。 
  創作の森から出向くことも必要かと思います。 
委員 ワクワクアートスクールは、開始から３年ぐらいでしょうか。当初の目的は、金津

創作の森に来ていただきたいという思いもあったと思います。今後は、公民館と連携し

ていくことが必要です。 
教育長 子どもからまず、興味を持っていただこうということで、ワクワクアートスクー

ルを行っています。そこで興味を持っていただいた子どもさんは、更に、創作の森を訪

れていただて興味を深めていただきたいと思います。宿題として、いただいていますの

は、そこから更に公民館で出前講座を行うようにできないかということでした。職員数

等維持管理費のこともありまして、現状を維持するのが精いっぱいの状況です。子ども

さんが成長し、ご自分の子どもさんを連れて創作の森を訪れていただくというように長

い目で見ていただき、やっと、市民の皆様に認識いただけるのかと思っています。 
  お金をつぎ込めばいいのかもしれませんが、それでは長続きいたしませんので、じっく
りと増やしていくことが市の財政面からもいいのかなと考えています。 
議長 新しい公共という言い方があります。市民もできることがあればボランティアで参

加するというもので、その拠点として公民館や創作の森があります。 
委員 敦賀短大の芸術科、仁愛短大の音楽科がなくなり、福井は芸術面が欠けていると感

じます。お金をかけずに創作の森を拠点とした芸術少年団というような特色あるものが

できるとＰＲのひとつにもなると思います。 
議長 これから粘り強くやっていきましょう。そのほかにご意見等ありませんか。 
委員 ＩＫＯＳＳＡは、何を目的にしているのかがわからないです。 
  議論を聞いていましたらますますわからなくなりました。サービスを目的にしている

なら自動販売機を設けるべきです。 
議長 実質、受付業務を行っている郷土歴史資料館のほうでは、何かありませんか。 
事務局（郷土歴史資料館主任） 現在、職員が交代で受付業務を行っています。交代で行

っていますので、お互いの引き継ぎがうまくいっていないと感じていますし、サービス

面をもっとよくするように心がけていますが、なかなか実行できていないと感じていま

す。 
委員 利用していただく人に喜んでもらえるようにすることが一番だと思います。 
委員市民体育祭の参加者が 2,000人ほどです。もう少し参加者を増やす工夫をすべきです。 
事務局（スポーツ課長補佐） 子どもさんからお年寄りまで参加できるようにオープン競

技を増やして、努力はしています。 
議長 今年、文化祭は、商工会と合同開催しましたが、何か、考えていく必要があるのか

もしれません。 
委員 巡回型チャレンジのニュースポーツは、対象が体協支部ですか。場所は、どこです

るのでしょうか。また、対象者は誰でしょうか。 
事務局（スポーツ課長補佐） 地区の体育協会が地域の方々を勧誘します。対象は、一般



の方々、地区の子どもさんからお年寄りまでです。 
委員 場所も内容も決まったものではないということですね。 
事務局（スポーツ課長補佐） 現在は、たくさんの方々に楽しんでいただきたいというこ

とでスポーツ的なものよりゲーム感覚で行うニュースポーツが主流となっています。 
皆様のご要望にお応えしながら行っていますので、ぜひ、ご利用ください。 

議長 公民館に用具を置いておいて、いつでも使えるようにすることはできないのでしょ

うか。 
事務局（スポーツ課長補佐） 用具代が高いのでそろえることはちょっと難しいです。 
議長 直接、子ども会等に働きかけてはどうでしょうか。 
委員 スポーツ少年団の活動が優先なので、難しいです。 
委員 ニュースポーツは、地域に根づいていくことを目的としているのですが、なかなか

根づかないですね。 
 
議長 先日、東海北陸社会教育研究大会に参加しました。実践交流広場というものがあり 
まして、いろいろな生活スタイルがあることを知りました。もっと、地域のことを知ら 
ないといけないと感じました。地域を知るために地域でカルタを作ったらどうかと考え 
ています。少し、具体的になりましたらみなさんにお話ししたいと思っています。 

 
【 連絡事項 】  
県社会教育委員連絡協議会総会及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。 


