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【開 会】

【教育長挨拶】

【議長挨拶】

【議 題】

(¬ )第 1同定例会会議録について

議長 第 1回定例会会議録について、ご意見をお願いします。

事務局(文化学習課長)第 1回の会議でいろいろなご意見がありましンたので、結果を

報告 ヒノます。 自動販売機は、強く監理課に申ヒ/入油′をヒ/てす ぐに撤去 ヒ′まヒ/た。

次に老人の方の公民館利用状況ですが、健康長寿課の介護予防教室 (す こやか

クラブ)を 中央公民館 と湯のまち公民館以外の 7公民館で実施 してお ります。 3

回ずつ開催 し、参加人数は 185名 です。中央公民館 と湯のまち公民館では、平

成 27年度はカラ刻ケもできる生活改善機器が入 りますので、重点的に運菫)l機能

を高めるようなことを行つていく計画があ ります。

最後に市民大学講座で 方が、平成 26年度は、ほとんどの内容が他の講座 とt′ノ

痺イアップ事業をさせ ていただきました。現在 5回終了 し、 6回 目は 3月 19日

に開催 します。 b回 の受講者数は 30b人 で、平成 Zb年度が 10b人 とい うこ

とで 3倍に伸び、良い結果 となってお ります。

【議 題】

(2)平成 26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。

【議 題】

(3)平成 27年事業計画について

文化学習課所管について、文化学習課長が、スポーン課所管について、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 それぞれ報告していただきましたが、何かご意見、ご質問はありませんか。

事務局 (文化学習課長) 先ほどの公民館の老人の利用についてですが、現在、湯

のまち公民館において、老人クラブの囲碁将棋クラブが毎日、民謡が月 2同、ペ

ン習字が月 2回利用しています。日中、公民館を利用できるのでありがたいとい

うことです。

議長 8ページの2番、郷土歴史資料館の入場者数の「おもてなしウォーク参加者」



について説明をお願い します。

事務局 (郷土歴史資料館長補佐) 「おもてなしウォーク」 とい うイベン トがあ り

ま して、最後に IKOSSA3階 で休憩するとい うことで、 2階の郷土歴史資料

館にも立ち寄っていただきま した。

議長 このイベン トの主管は郷土歴史資料館ではないのですか。

事務局 (郷土歴史資料館長補佐) はい。観光協会です。

議長 このイベン トの内容について、どなたかご存 じありませんか。

委員 花菖蒲祭 りがあ ります。花菖蒲祭 りのひとつ とい うことで、毎年いろいろ行

つています。吉崎へ行 くこともあります し、北潟へ回ることもあります。今回は、

周遊的に IKOSSAへ 寄ろうとい うことだった と思います。

議長 実行委員ですか。

委員 いいえ、実行委員ではないですが、吉崎へ来たときは案内を頼まれることが

あります。

議長 わか りました。あ りがとうございます。

議長 委員 さん方、何かあ りませんか。

では、 10ページ、土曜子 ども教室とあ りますが、従来の子 ども教室及び子 ども

クラブに加 えて、新 しく文科省の指導があって、土曜子 ども教室を始めたのだと

思いますが、この内容 についてみます と、キーホルダーづ くり等子 ども向きの行

事 として行っているのですか、具体的にどうい う方が対象ですか。

事務局 (文化学習課長補佐) この事業は、文科省の事業です。土曜 日の子 どもの

居場所づ くりとい うことで行っています。内容 として、教育的要素を取 り入れて

ほ しいとのことで したが、湯のまち公民館 と中央公民館が改修のため、半年使用

できない状況にあ り、始めるにあたって、 レクリエーション的なものを先に少 し

取 り入れたいと思い、 2月 まで教育的要素は取 り入れていません。 3月 開催の教

室は、小学校の授業にあるダンスを取 り入れま した。平成 27年度は教育的要素

を取 り入れたものを開催 したいと考えてお ります、対象者は全小学校の児童です。

議長 あわら市の全児童ですか。

事務局 (文化学習課長補佐) はい。

議長 確か、都会では、所得格差で塾へ通えない人や教育を受けられない人にも対

応するとい うこと聞きま したが、まず、スター トしたとい うことですね。

事務局 (文化学習課長補佐) 塾の対応については、別枠の事業であり、あわら市

では行ってお りません。

議長 今後子 ども教室は、 3月 のダンスのような補助教育的な要素を取 り入れてい

くということですね⑤

事務局 (文化学習課長補佐) はい。

議長 企画は、文化学習課で考えているのですか。

事務局 (文化学習課長補佐) はい。そ うです。

議長 土曜子 ども教室 とはどうい うものだろうと、前から気になっていま した。



事務局 (文化学習課長補佐)土 曜 日の居場所づ くりと言いましても、スポ少 とか辛)

ありまして、子 どもさんの参力日については、難 しいところもあります。

委員 これは十分体験教室ですから教育的なものはあると思います。青少年育成あ

わら市民の会議でもいろいろな体験教室があ り、その延長上にあると考えていた

だくと、 1年通 しKやっていくといい体験ができると思います。 これは多分まだ

まだ増えてい く要素があるた思います。

事務局 (文化学習課長補佐)物 づくりの方が、子 どもたちが集まる要素があると、

経験 1/て わか りま L/たし

委員 小学校では、創作の森を利用 して、体験教室みたいなものがあるのですが、

できれば講師 として創作の森の先生方に来ていただくと、創作の森 と市民が近づ

けると思います。

議長 どうい う形でやるのかなと気になっていたのですが、頑張ってください。ほ

かにありませんか。

委員 文化会館の利用状況の中に、去年のちはやふるの トークショー とか竹人形の

)(力ぐ(/ジ ノく会矢tよ ノ`、つ く V｀ な V｀ 6rジ で ▼Vジ 。ゝ

事務局 (文化学習課長)ヤ えヽ、入っています。

委員 こんなに少ないの cJか。ちはやふるは 6月 で モノたね。

事務局 (文化学習
ヨ
課長)はい、入つ

｀
くいます。竹人形は400人 ほどで した。

委員 わか りました。

委員 図書館ですが、古 くなった図書を廃棄すると先ほどお聞きしま したが、年 2

回廃棄するのですか。

事務局 (金津図書館長補佐) 回数は決まっていませんが、主に傷みの激 しいもの

や内容の古いものや蔵書点検によって何年 も出てこないものについて、年何回か

に分けて廃棄 ヒノています。

委員 2週間ほど前に、芦原図書館で古 くなった本を 10円 で販売すると掲示 され

ていたのですが、もつと再利用できるのではないか思います。

湯のまち公民館 と中央公民館は別 として、他の公民館にお裾わけをして、 ミニ

図書館 として古 くなった図書を並べるとい う方法も考えてもいいのではないでし

ょうか。

議長 逆に公民館側 としてはどうでしょうか。

事務局 (中央公民館長補佐)公 民館 としては、内容にもよりますが、図書館 と協

議 します。

議長 公民館に本棚があ りますが、どちらかとい うと使われていない状態にあ りま

す。

委員 こねッから公民館がコミュニティ化 していくと人が集まってくるので、書物を

見ることができるといいと思います。廃棄するだけが脳ではないとい うのが私の

考えです。

事務局 (文化学習課長) 使用に耐えられないものは仕方ないですけど、図書館か



ら公民館へ移動 して定期的に置き、また図書館に戻す とい うことはできます。

事務局 (金津図書館長補佐) 現在も本荘公民館 と北潟公民館に、芦原図書館から

配本 しています。 2ケ月に 1回交換 しています。

事務局 (文化学習課長) 議長からお話がありま したように、手を挙げる公民館が

あれば、本荘公民館や北潟公民館のように、図書館か ら持つていくことはできま

す。期間を決めて回 した方がいいと思います。

委員 古い書物でも価値のあるものもあります し、北潟など図書館から遠いところ

に住んでいる人たちにとっては、身近に本があれば手に取るだろうと思います。

委員 吉崎公民館には、「ふるさと文庫」とい うのがあります。寄付が多くて捨てら

れません。 日録を作っていますが管理が大変なのが現状です。高齢化や過疎化が

進み利用者が減っています。 どちらかとい うと本 より新聞があるといいと思いま

す。新聞を購入する人 も少なくなってきていて、新聞を見せてくださいとい う時

には、公民館に新聞があるといいと思いますが、新聞購入代がありません。

委員 わか りました。

議長 基本的に図書館で廃棄する時には司書の方が考えているのですね。歴史的な

意味で価値があるとい うものについても司書の方が判断 しているのですね。

事務局 (金津図書館長補佐) そ うい うものは捨てません。修理は職員でできる限

りしています。それでも修理 しきれないものは、司書が判断 して廃棄 しています。

議長 はい、わか りました。

委員 私も現役時代に関わつてきましたが、これだけ少子高齢化が進み、最近は土

日になるといろいろなイベン トがあり、この状況の中で、参力日者数で行事の良し

悪 しを判断する時代ではないと思います。参加者数は少なくてもいいから、それ

よりも一つ一つの事業をもう少 し質を高め職員 も納得 して事業をする。 とい うよ

うに心がけた方がいい と思います。いろいろ質の高い指導者など公民館単独で考

えるのではなくて、いろいろなところと連携 しながら、内容の質を高める努力を

してほ しい。参加者数はそのあとのことでいい と思います。参加者数を増やす と

い うのは現実問題むずか しいですから、自分たちが納得 して自慢できる内容のも

のをやつていった方が私は良いと思います。

議長 確かに新 しい見方が絶対これから必要です。流れ る、受けるとい うことでは

なくてこれだけはやつていつた方が良いのではないかとい うことですね。

委員 あわら市 しか出来ないものです。

議長 はい、そ うい う意味では、地域的にこれだけは残 していこうとい う発想があ

つてもいいと思いますね。

委員 辻委員のおっしゃる通 りだと思います。いろいろな施設があるのですから、

その特徴のあるものを考えながら教室を開いていくとい うことがいちばん良いと

思います。

創作の森のクラフ トマーケッ トの体験教室は、とにか く満杯になるほど人気が

あ ります。小学校単位 で行 うより、教室を定例化 した方がいいかと思いますが、



土 日は二週ずつ しかないので精査 しなが らや るべきかと思います。特に、クラフ

トマーケッ トを行 う10月 はたくさんのイベン トがあって尚且つですか ら、何を

ターゲッ トに した らいいかとい うようなことを考えていかなければならない。た

だ教室を開くとい うことではなくて、特徴あるものを行つた方がいいと思います。

特に、郷土歴資料館は今年度は大変頑張っていると思います し、横 山古墳群 も

なかなか面白い資料だと思いますが、如何にせ Aノ市民が知 らないと思 う∪それ と

折角ですか ら、埋蔵文化財の発掘の掃除 とかは体験教室を開いていただいて行つ

た―方がいいと思いますし

また、ふるさと講座はお話 しばか りで飽きて しまいます。 自分の興味のあると

ころしか行かない。 もう少 し講座を減 らしなが ら体験できる方が私はいいと思い

ます。折角たくさんの文化財があり/ょ` がらどこにあるのか知 らない。 どうい うも

のがあるのか知 らない。文化財を巡るツアーを行っていただいいて、文化財保護

委員の先生にお話をしていただくことで感動に繁がればプラスです。市の職員で

す ら知 らないことがたくさんあります。企画 している人の立場で考えるとわかっ

にいにに l号「0と 思いま丁。符に右い檄員は市のこと知 らないのでもう少 し勉強 し

てほしいと思います。 どうPRし たらいいかとい うことを考えていただきたいと

思います。 とにかくイペン トが多∋
・
ざます。

議長 イ小,日 にイベしノトがあると職貝の方 も大変だとつ くづく思っています。

委員 もう少 し精査 した方がいいと思ドまJ∩ イベン ト狩行身ばいいルぃ ぅものて`

はないと思います。

議長 辻委員 と山本委員の意見を踏まえ事務局のほ うで考えていただいた方が、職

員の方もリフレッシュし、逆に良いアイディアが生まれてくるかも知れません。

委員 子 ども教室はある程度続けていくものですか。会社がサイエンスクラスで子

どもたちに実験体験をさせるとい う行事を行っています。地域 と企業がタイアッ

プ して子 どもたちに物づ くりを体験 させています。子 ども教室でも利用 していた

だけたらと思います。会社ではすでに 5、 6回行つています。化学ですが、変化

することに興味を持つ子 どもさんも多 くて、小松では、 10企業くらい、夏休み

の平 日に行 うとい うことで、参力日型の子 ども育成 とい う部分 として考えていただ

けたらと思います。

議長 たとえば、あわら市内の企業に子 ども教室についてサポー トしていただきた

いと文化学習課から伝えるとい うことですね。

委員 創作の森の 「リボネシア」で新道繊維 さんが リボン教室を行つていま した。

リボン教室を開催するとか、指導者をお願いするとか、新道繊維 さんに行 くだけ

でも子 どもたちが驚いていました。それだけでもいいと思います。そ うい う発想

にとノていくべきだと思いますし

議長 企業に参画 していただくとい うのも方法かなと思います。

委員 資料の 8ページにあります本陣飾 りを全部入れ替えましたとい うお知 らせは

あつたのですか。



事務局 (郷土歴史資料館長補佐) ホームページで しかアップしてなかったので、

ちょっと広報不足だつたかと思います。

委員 駅前の aキ ューブで本陣飾 りの製作にかかるのも IKOSSAに 向けての宣

伝効果がひとつ、金津 (IKOUSSA)の 方からの報告とか宣伝も aキューブ

にスポットを充てようかとい う中で、 IKOSSAの 方からも表示をしていただ

けたらと思います。

良い文化がたくさんあるので、いろいろ勉強 しなが ら語 り部の方を育成 してい

くことができると思います。あわら市の語 り部の会をひとつにまとめて観光 と結

び付けようとい う動きもあると聞いています。

事務局 (文化学習課長) 金津本陣は優勝作品が出た時は、広報誌の中で IKOS
SAに飾 ります とお知 らせ しています。文化財の周遊ですが、由水委員か らご提

案がありまして、一般の方 も一緒に文化財を巡 るような話もあります。語 り部の

育成は観光ルー トがあれば常駐出来ますが、吉崎の御 山のように一般的にずつと

人が訪れるといいですが、なかなか出番がないので難 しいかなと思います。

委員 語 り部は してもらえる方がい らっしゃるので、子 どもクラブでお願いすると

か、歴史に親 しむような子が増えてほしいとい うのが私の願いです①溝江公の甲

冑が戻ってきても 「溝江つて誰」 となって しま うのはいやですね。そ うい うこと

を社会教育の場で取 り組むことが必要だと思います。

委員 学校開放の利用について報告をお願い します。

事務局 (ス ポーツ課長) 学校開放利用について説明

委員 スポーツ少年団登録団体についてお願い します。

事務局 (ス ポーツ課長) スポーツ少年団登録団体、指導者について説日月

委員 スポーツ少年団の認定指導員 として謙習会に行かれている方は何名ですか。

事務局 (ス ポーツ課長) 95名 です。

委員  5年、 10年の書き換えをされているとい うことですね。

事務局 (ス ポーツ課長) はい、そ うです。その指導者の認定の資格につきま して

は、平成 27年度 より各国に 2名 は常駐 しなさいとなってお りますので、新たに

6名 受講 していただきま した。スポーツ少年団の登録団員は 506名 ですが、福

井県の中ではあわら市は 33パーセン トです

委員 加入率が高いとい うことですね。

委員 文化財のことですが、私 も含めて市民も文化財について知 らないことがたく

さんあるので、文化財巡 リツアーがあるといい と思います。

議長 市民団体や文化財保護委員が中心になって行 うといいと思います。

委員 文化財保護委員が文化財巡 リツアーを企画 した時、バスを出してもらえるか

とい うことです。それができれば年 2回でも 3回でもできると思います。

議長 市民が頑張って行 こうとい うことが大事です。市のサポー トもあればできる

と思います。

委員 対外的に観光面では企画 していますが、市民向けには何 もしていないと思い



ます。

委員 文化財保護委員が毎年 3、 4回文化財をパ トロール していますが、市民の方

が、担当者 と文化財保護委員のパ トロールに便乗する形で参加するとい うことを

交渉中しているところです。

議長 頑張つてください。

委員 文化財には、有形文化財 と無形文化財があ りますが、無形文化財については

北潟の 「どっしゃどっしゃ」が指定されていますが、ほかに、あわら市に昔、神

楽や子供歌舞伎があ′ったかを文献や文化財保護委員会で調べることはできないの

ですか。子 どもたちに伝承すべき大事な無形文化財があるのではないで しょうか。

事務局 (文化学習課長) 吉崎に 「神楽」がありますが、 1神楽」は、中番・下番が

龍雲寺で踊っていいま し′たが、これは地域で受け継 ぎ保存会で守ってきていまし

たが、現在は休止状態にあります。行政 としての働 きかけとい うよりも、地元が

保存していくとい う強い意志がなければ続かないと思います。

委員 東 日本大震災において、地域の祭 りによって地域の力がまとまったと聞いて、

ふるさとを愛する気持 らを子 どもたちに伝承 して行きたいとい う意味でも無形文

化財を掘 り起こし、探 してみてはどうかと思います。

委員 かなりむ ガか しいです。今、国で無形文化財に指庁されKいる人は、夕Eぬま

でレブ`ミ/1ン は
'高

い活動をし・Cい ます。 地方の場合は、「どっしゃどち しゃ」のよう

にずっと受け継がれています。相当長いです∩

金津祭 りが無形文化財にならないかとお聞きしていますが、文化財 としてどこ

を考えているのか、子 どもの踊 りや太鼓は毎年変わ り、何年か前 と姿が変わって

しま うと、祭 りとして受け継がれているとい うことでは良いですが、文化財 とし

て認めるとなると非常に難 しいと思います。 これが無形文化財のひ とつの難 しい

ところです。だか ら文化財ではなくて、文化 として掘 り起こしていくとい うこと

であれば可能です。

議長 地域文化の保存 とい うことですね。

委員 有形なら変わ りませんから有 り得るのですが、無形は余程でないと難 しいで

す。

事務局 (文化学習課長) 最近は子 どもの大鼓が各地域から新たに生まれてきてい

ます。剣岳太鼓 もあ ります し、いろいろなところでや り始めていまして、子 ども

さんの参加は結構多いです。

委員 文化的な行事 として行 うこと、掘 り起こすことについては構わないと思いま

すが、文化財 となると古 くから伝わって、今も現在受け継がれているものでない

と、文化財 として認められにくいですね。継承は出来ますけれ ど難 しいと思いま

す。

委員 私は祭囃子の保存会に所属 していますが、金津祭 りの出車の子 どもの太鼓を

ずっと教えています。山車によって変えます。打ち方は同じですが由によってす

こしヅズムが変わ ります。それは、形 としてはかわっていませんが、同 じ曲では



ないので、文化財 とはならないかも知れませんが、ずっと変わっていません。

委員 勝山の左義長祭 りは文化財になっているのですか。

委員 調べてみないとわからないです。

委員 文化財ではなく、文化を掘 り起こして子 どもたちに伝承 していくことができ

ればと思います⑤

議長 それは、地区で考えて伝承 していくことで しょうね。本荘公民館では、ふる

さとまつ りのほかに、音楽の夕べ、新春豆まきなど行つています。各公民館 も独

自に進めていただけたらと思います。地区の方の努力が大きいことかなと思いま

す。

スポーツ課長にお願い します。先ほど剣岳グラン ド使用率が非常に悪いとい う

ことでしたが説明をお願い します。

事務局 (ス ポーツ課長) 実際、体育祭 1回の利用 となっています。使わないと草

が生えてグラン ドが荒れる。草が生えると逆に使用 しなくなるとい うことにな り

ます。体育際の前に草刈 りをして整備 して使用 している状況です。もう少 し利用

があればグラン ド自体も良くなると思います。

議長 事務担当者 としては悩ましいとい うことですね。ほかにか りんて祭 りの駐車

場 くらいですか。風谷峠ファミリー登山の集合場所 として考えてみてはどうで し

ょうか。

委員 スケジュール的に日いつぱいです。

議長 市のいろいろな行事に使用 してほしいと思います。他にご意見がなければ、

昨年 10月 に開催 されました東海北陸社会教育委員研究会に参加 された委員 さん

の参力日報告をしていただきます。

委員 初めて社会教育委員 として、東海北陸社会教育委員研究会に参加 させていた

だきました。能登演劇堂での記念対談が印象的で した。第 4分科会の青少年健全

育成に参加 しま した。人 口減少、少子高齢化の問題が社会教育にも問題点が出て

きていると感 じま した。地域の大人が、地域の子 どもたちを育てるとい う気持ち

を持つて、全体 として見守っていくとい うことで締めくくりま した。

他県の社会教育委員 とのグループディスカ ッションがなく、意見交換の場がな

く残念でした。東海北陸 とか全国大会で、他の社会教育を見聞することで、自分

を磨 くとい う意味でも是非みなさんも参力日してほしい と思います。

委員 社会教育委員 として 3年 目ですが、何ができるのかなと探 しあぐねていたの

ですけど、私が参加 した分科会 (地域の活性化)において他県の方の熱心な活動

を見て実に胸を打たれま した。若い委員のみなさんにも見ていただくべきだと感

じました。何をしていいのかわからないのですが、刺激を受けまして自分が動か

ないといけない と思つています。是非若い人たちが東海北陸大会に行けるように

ご配慮をお願い したいと思います。

議長 ご苦労様でした。



委員 社会教育委員会の収支決算報告とか予算の提示はないのですか。
事務局 (文化学習課長) 提示と言われるような予算はありません。委員報酬と東
海北陸研究大会等の旅費やお茶代しかありません。

委員 どこかの社会教育委員会において収支決算報告を受けていると聞いたことが
あります。市四J.に よって違うのでしょうか。

事務局 (文化学習課長) 社会教育委員会は諮問の委員会なので、たとえば何かテ
ーマを決めて 1年かけて審議をお願いしていることに対して、予算をつけている
μいう場合イ☆別ですが、年 2回の会議なので別な予算はありません。

委員 絶好の機会なので、これだけ委員がいるわけですから、東海北陸研究会大会
の予算は、せめて 1人の予算ではなく、 5人ほど参加できる予算をお願いしたい
と思ヤヽます。

議長 交代で参力日していただきたいと思います。

委員 スポーツ推進委員会など他にもいろいろな団体があり、研修会が必ずありま
す。それに全部予算をつけていると莫大な予算になってしまいます。研修に出る
ことによって自己研鑽できるのは間違ありませんが、財政面を考えるとなかなか
難しいです。私は、 1日 1回手当が出ます。その手当を社会教育委員会の会費と
し'こ集めて運営していくことは可能です。

議長 それは委員会として考えK、 またみなさんにご1目 談したいと思います。少な
くても県の社会教育大会等には是非参加していただき々いと思いますしそれだけ
でも随分違うと思います。役に立つと思います。

【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国の定例会を閉会します。


