
平成 25年第２回社会教育委員会会議録 
 

日 時：平成 26年３月 18日(火) 

午後７時３０分から午後９時１５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) 
  小坂 邦栄  堀田あけみ  佐孝 修彦  田川 幹雄  青柳 淳一 
 長谷川幸子  山本  篤  林   秀  大宮 早苗  由水  勇  
 宇都宮高栄  永棹 厚子  林 清一郎 

(欠席委員) 
  吉川 勝雄  細川 恭子     
 
(委員以外の出席者) 
教育部長      高橋 瑞峯   スポーツ課長     三上  進 
文化学習課長    小林 昭彦   金津創作の森局長   宗石 健一 
スポーツ課長補佐  出島 瑞恵   文化学習課課長補佐  後藤 幸子 
中央公民館長補佐  長谷川元人   金津図書館補佐    佐々木幸枝 
郷土歴史資料館主任 橋本 幸久 
 
【 開 会 】  
 

【 教育部長挨拶 】  

  

【 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



課長補佐が各事業の報告を行いました。 
 
【 質疑応答・意見交換 】 
議 長 それぞれ報告していただきましたが、各担当者から追加で説明等はありませんか。 
なければ、ご意見、ご質問があればお願いします。 

委員 公民館の利用についてですが、対象はどうですか。年齢層はどうなってい 
ますか。若者は、どのような形で参加していますか。 
事務局（中央公民館長補佐） 日中は、どうしても高齢者が中心となっています。夜は、

自主活動で音楽活動等を行う若者が利用していますが、年齢層の把握はできていません。 
委員 今後、高齢化社会を迎えるにあたり、自主活動で若い人の組織があれば何かの時に

助かります。市の活動にもプラスになります。いきなりでは、若い人の助けをなかなか

借りられませんので、積極的に若い人の組織づくりを行うべきです。  
事務局（文化学習課長） できるだけ若い人が参加できる活動が必要だと思っています。 
委員 今の公民館は、年配者の集まる場所となっていますが、子ども達が、公民館に出向

けば、地域の人たちと交流ができるようになるといいと思います。 
議長 先日、公民館運営審議会で各公民館を回りましたが、子どもクラブを行っている公

民館がありました。公民館が子どもに関わっているなと感じました。 
委員 指導者の問題だと思います。公民館には社会教育主事の資格を持った人が常駐する

ことが必要です。 
議長 退職世代の活用はどうでしょうか。見守隊の活動に参加している程度で、もっと発

展させて関わっていけるといいと思います。 
委員 坂井市では、公民館で子ども対象の講座を夏休みに行っています。高齢者と子ども、

親子等で参加するものがあるといいのではないでしょうか。子どもが参加すると活性化

につながると思います。 
委員 残念ながら今は、放課後に子どもが公民館に立ち寄れる環境ではありません。とに

かく、安全第一で、寄り道はさせられません。 
委員 夏休み等に公民館で行事をするというのがいいのではないでしょうか。公民館とし

ては、学校の先生や子どもたちと顔見知りになって、つながりを持てば、大人になって

も長く公民館を利用していただけるものと思います。 
委員 子どもも忙しいので夏休みしか活動できないでしょうね。  
委員 幼稚園には、図書館の方が読み聞かせに来てくださいますので図書館との繋がりが

できています。今後、公民館等で夏休みに子ども向けの事業をしていただけると助かり

ます。 
議長 市に頼るだけでなく地域もお金を出すべきと考えます。 
  指導者も地域の人がボランティアで引き受けることも必要です。 
委員 地域の特性があり、村部はまとまりがあるのに対し、金津や旧芦原の中心街では無

理でしょう。 
委員 いつでも読み聞かせやブックトークに来ていただけるのでしょうか。 
事務局（金津図書館長補佐） 平成 25 年度は、金津図書館の移転で忙しく、ブックトー
クができない状況でしたが、26 年度は、再開できます。司書の数の制限もあり、今の体



制では、いつでも行けますとは言えません。 
委員 ブックトークは、読み聞かせとは違い、テーマに沿って掘り下げていくもので本の

紹介もしていただきなかなかいいです。読み聞かせについては、ある程度来ていただい

ていますので、満足していますが、ブックトークをもっと行っていただけるとうれしい

です。 
 
議長 それでは、議題の 2 平成 26年度事業計画について、事務局説明をお願いします。 
【 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

課長補佐が各事業計画を述べました。 
議長 それでは、各担当者から補足説明はありませんか。 
事務局（郷土歴史資料館主任） 本陣飾りは、１月に入れ替えをしましたが、７月に入り

ましたら、26 年度のものと入れ替えをします。本年の３月末には、現在展示してありま
す本陣飾りの素材についても入れ替えをします。 
  次いで、企画展示コーナーでは、７月１日から８月 31日まで、夏季企画展「収蔵品展」
を、９月９日から 12 月 23 日まで、秋季展の「発掘速報展」と題し、県の埋蔵文化財調
査センターが発掘調査を行った製塩遺跡である「樋山遺跡」の成果とともに北潟地区の

歴史、製塩に関する展示を行います。 
更に、冬季には、「横山古墳群展」と題した展示を行うなど企画展を順次行う予定です。

また、企画展にあわせ、８月には荻野氏による講演会、１月には、市民大学講座と連 
携して水野氏による講演会を計画しています。 
ほかにも毎月１回（第２土曜日）は、ふるさと歴史講座を実施していく予定です。 
なお、希望者には展示解説等も行っていきたいと思いますし、ホームページや広報、

フェイスブックなども活用して情報発信も実施していきます。   
事務局（金津図書館長補佐） 今までは、金津小学校は大規模校なので本の団体貸し出し

を行っていませんでしたが、平成 26年度から行うことになりました。これで、全小学校
に貸し出しを行うことになります。 
事務局（金津創作の森局長） 夏の企画展では、物に触れていただいて楽しんでもらいた

いです。年明けに行いますリボンの森については、「新道繊維」にご協力いただいて開催

します。リボンということで小さなものを想像されるかもしれませんが、人間と同じ位

の大きさの動物などを作る予定です。  
議長 それでは、ご意見、ご質問はございませんか。 
委員 公民館を使用している団体同士のつながりが必要だと思います。 
  それから、先日、図書館の近くにいた中、高校生に聞いたところ、閉館時間が午後６

時というは早すぎると言っていました。もう少し、遅くすることも考えていっていただ

きたいという声を聞きました。 
  また、本陣飾りですが、作るほうは何カ月もかけ一生懸命作っているので、できれば、

説明文だけでさらっと流すだけでなく声での説明をしていただきたいです。 
事務局（文化学習課長） 平成 26 年 4 月から企画や展示のノウハウを持つ学芸員を一人



配置することにより、企画、展示面も充実していきたいと考えています。 
委員  資料として添付してありますアンケートに「近くの店員さんにここを紹介してもら
った」とあります。商工会等にもパンフレットを置いていただくなど協力していただい

てもっとＰＲすることが必要かと思います。 
  それから、公民館に子どもを集めようとするとスポーツ少年団活動が一番優先とされて
いる現状を考えると連携が必要だと感じます。 
  また、伊井公民館につきましては、ＪＡの伊井支店がなくなってしまい、今後は、益々

利用者が増えることが予想されます。 
  金津図書館については、中、高校生の利用が増えていると感じます。図書館で勉強す

るとはかどるようです。 
議長 先ほどから、スポーツ少年団の話が出ていますが、スポーツ課長、いかがでしょう

か。 
事務局（スポーツ課長） 学校活動を最優先で、その次には地域の活動を、その次にスポ

ーツ少年団活動とお願いはしていますが、現実は、保護者、指導者ともにエスカレート

してきています。 
委員 家庭の日は今でもありますか。 
事務局（スポーツ課長） 今はもうないですね。 
委員 サッカーや野球は、全国大会がありますので、どうしても熱が入ってしまうようで

すね。 
委員 孫がスポーツ少年団に入っていますが、土、日曜日は、練習試合とかでほとんど家

にいませんし、少し、やりすぎだなと感じています。 
委員 私は、学童保育の仕事に携わっていますが、子どもたちに対して、県などが無料でサ
イエンス（出前講座）を行っています。化学の実験等を親子や祖父、祖母といっしょに

体験するといいのではないでしょうか。 
委員 事業を行うことは、いいのですが、日程調整がめんどうです。この日程調整を公民

館主事さんが行うといいではないでしょうか。 
委員 福井市などのように公民館事業を盛り上げていってほしいです。毎年、同じことば

かり繰り返すのではなく工夫をしていただきたいです。 
委員 創作の森の友の会とサンサン倶楽部についての説明をしてください。 
事務局（金津創作の森局長） 友の会に入っていただけると企画展ごとに無料の観覧券等

を差し上げます。サンサン倶楽部は、活動をサポートしていただけるボランティアを広

く募集しています。 
委員 文化財の整理がなかなか大変なので、ボランティアを募って手伝ってもらったらい

いのではないでしょうか。 
事務局（郷土歴史資料館主任） なかなか大変な作業ですから、まずは、体験コーナーに

参加していただいて文化財を知っていただくことから始めたいと考えています。 
委員 アンケートに「ＩＫＯＳＳＡを店員さんに紹介してもらった」とありますが、これ

は大変貴重な意見です。 
  細呂木駅前に創作の森への楽しい行き方がひっそりと示してありますが、もっと大々

的に宣伝すべきです。 



委員 郷土歴史資料館に見学者があまりいらっしゃらないようです。それと、どうやって

監視しているのでしょうか。今の状況では、無理なのではないかと思われますが。 
事務局（郷土歴史資料館主任） 事務室には、監視カメラが設置されています。 
委員 特別室には、一般の方は入れないのですか。 
事務局（郷土歴史資料館主任） そんなことはありませんが、ご自由にどうぞというよう

な張り紙等はありません。 
委員 勤労青少年ホームや中央公民館の２階はどうなるのでしょうか。 
事務局（文化学習課長） 中央公民館の改修については、２階に会議室や音楽室を設け、

３階には中央子どもクラブを移転する予定です。 
  改修が終わり次第、勤労青少年ホームと社会福祉センターは、使用禁止とする予定で

す。湯のまち公民館についても改修を行います。どちらも６月ころから工事に入ります。 
  なお、湯のまち公民館は、改修中は、文化会館で業務を行い、中央公民館については、

社会福祉センター及び勤労青少年ホームで行います。 
委員 たばこの自販機が設置してありますが、公共施設は禁煙ですからこの際、取りはら

ったらいいのではないでしょうか。何か、違和感があります。 
事務局（部長） たばこ税も市の貴重な財源で、取りはらってしまうことはできません。 
委員 私は、愛煙家なので構わないのですが、せめて、目立たない場所に置いたらいかが

でしょうか。 
 
【  閉 会 】  
議長 以上をもちまして本日の定例会を閉会します。 


