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第２号様式（第３関係） 

 

平成２８年度第３回豊山町生涯学習推進審議会会議録 

 

１ 開催日時   平成２９年３月２１日（火）午後２時から 

 

２ 開催場所   豊山町役場 ３階 会議室３ 

 

３ 出席者    豊山町生涯学習推進審議会委員 

         委員：柴田昌治、岡島真澄、河村惠美子、渡邉勝利、服部恒子、

尾野よし子 

        （欠席）高橋真、一木直久、山田久美子、柴田香織、丹羽真也 

        事務局：西川徹教育長、飯塚泰行事務局長、秋田和清係長 

安藤彬主事 

 

４ 議題    （１）生涯学習講座アンケートについて 

        （２）平成２９年度豊山町生涯学習まちづくり基本計画・実施計

画について 

（３）平成２８年度生涯学習講座受講状況について 

（４）その他 

 

５ 会議資料   ・平成２９年度豊山町生涯学習まちづくり基本計画・実施計画に

ついて                    (資料 No.1)  

         ・平成２８年度生涯学習学級講座受講状況について (資料 No.2） 

 

６ 議事内容 

  （司 会） 本日は、お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。

只今より、平成２８年度第３回豊山町生涯学習推進審議会を始

めさせていただきます。高橋会長につきましてはまだお見えに

なっておりませんが、お見えになりましたら進行をお願いした

いと思います。なお、本日委員のうち、一木委員、山田委員、

丹羽委員におかれましては、出席できない旨、連絡がございま

したので報告させていただきます。それでは、会長の挨拶は割

愛させていただきまして、教育長よりごあいさつさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

  

  （教育長） こんにちは。 

あいにくの天気になりましたが、ご出席していただきありが

とうございます。平成２８年度第３回豊山町生涯学習推進審議
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会になります。今年度も後、１１日となりました。早いものだ

なと思っております。両隣りに座っている事務局長も係長も後

１１日で定年退職ということになります。明日の予算議会と言

われる３月議会が閉会いたします。そこで服部正樹町長が施政

方針で町民の皆様がこの町に住んで良かったと思っていただ

ける街づくりを進めたいと述べられました。生涯学習の事業が

大変大きな役割をしているのではないかと思っています。今年

の予算に関しては教育を見てみると１億４０００万くらい増

えておりまして、非常にすごいと思っております。生涯学習も

関係する社教センターの空調機が１億７０００万かかるとい

うことで予算が増えております。学校関係、公共施設もだいぶ

老朽化で修理が必要ですので、予算が増えている状況です。こ

の会でいろいろな意見をいただきまして、反映したいと進めて

まいりましたが、多少お金に余裕ができたとはいえまだまだ厳

しい状況で後に回されてしまったものがあります。粘り強く要

求していきたいと思っております。今日は２９年度以降の計画

について審議していただきますが、作成に関しては教育委員会

以外にもご協力いただいております。忌憚のないご意見をいた

だきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

  （司 会） ありがとうございました。それでは、これより議事に移らせ

ていただきます。この審議会の議事録は町の HP に掲載される

事をご了承ください。取り回しにつきましては、審議会条例第

７条第１項の規定に基づきまして、副会長にお願いいたします。

よろしくお願いいたします。 

  （副会長） ピンチヒッターで心の準備もできておりませんでしたが、議

事を進めさせていただきます。会長が見えるまでの間というこ

とになります。議題（１）の「生涯学習まちづくり基本構想・

基本計画について」事務局より説明をお願いします。 

（事務局） ～生涯学習まちづくり基本構想・基本計画について～ 

資料 NO．1により説明 

（副会長） 何かご意見はございますか。 

（委 員） アレンジフラワーが残って良かったと思います。 

（委 員） 縮小および廃止はどういった意味ですか。 

（事務局） 縮小になったものは官学連携講座になります。こちらについ

ては単独の事業としては人が集まらず、開講に至らないことが

あり、豊寿大学中にこれまでも組み込んでいたもので官学連携

講座としようということになります。 

（事務局） 自然探検隊については講師との日程調整の結果、今年度は難

しいということで今年度は廃止となりました。今後復活する可
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能性もあります。 

（事務局） 補足としまして自然探検隊につきましては議題２の資料をご

覧ください。以前は定員２５名だったのですが、初期のころは

定員以上の申し込みがありました。５年ほど前から定員を割り

込むようになりまして、マイクロバスの補助席を使わずに乗れ

るよう定員を２０名にいたしました。定員を減らしたときは、

定数以上の申し込みもありましたが、また徐々に減ってきて、

２８年度はこのような状況になりました。過半数は占めていま

すが、以前に比べると少なくなっている状況になりました。そ

ろそろ飽きられたのかと思っていたところに講師が忙しくな

ったとの申し出もあり、別の講師を頼むことも考えましたが、

子どもにも丁寧に対応していただいていたので変えるという

ことは止めまして、ご都合がよろしくなったら復活させるとい

うことにいたしました。 

（委 員） 前回スマホの講座について意見が出ていたと思いますが。そ

ういうのは難しかったのでしょうか。 

（事務局） パソコン講座を以前からやっておりましたが、２９年度は

windows10 の講座とタブレットの講座を考えております。今ま

でですとパソコンの基本編と充実編ということで基本編は初

心者向け、充実編は操作が多少できる方向けということでやっ

てきました。それをパソコンは充実編をベースに参加者を想定

したものにして、タブレットは初心者向けという位置づけでい

こうと考えています。 

（委 員） 防災チャレンジキャンプの内容はどういうものですか。 

（事務局） 小学校の体育館でキャンプを行うということで、詳細は聞い

ておりません。 

（委 員） 大人の参加が５９歳までになっていますが、もう少し上はダ

メですかね。 

（事務局） 防災安全課がやっていますので。 

（委 員） 新栄のほうでやりますよね。順番に回ってくると聞いていま

す。そうするともう少し年齢が上がってしまいますが。防災士

を取らせていただいて、かなり過ぎているので無理なのかなと。

検討してもらえるようにしてください。 

（事務局） 防災のほうに伝えます。 

（委 員） 豊山健康マイレージ事業というのはどういったものでしょう

か。 

（委 員） どこかでなにかをするとポイントがもらえるとは聞きました。 

（委 員） 体操するとポイントがもらえるとか。カードはいただいたん

ですが、使えるところがわからないです。 
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（委 員） 提携している店舗があるそうですね。まだ少ないみたいです

が。 

（委 員） この辺りの喫茶店でコーヒーチケットを１枚余分に貰えたり

するそうです。 

（委 員） 商工会でも参加してくれないかという話がありました。 

（委 員） せめて豊山町内では使えるようにしてほしいと思います。 

（副会長） 他に意見も無いようですので、議題１につきましては承認し

ていただけますでしょうか。 

     （承認） 

（副会長） 議題１につきましては承認されました。続いて議題２の平成

２８年度生涯学習学級講座受講状況について事務局より説明

お願いします。 

（事務局） ～平成２８年度生涯学習学級講座受講状況について～ 

資料 NO．2により説明 

（副会長） 何かご意見はありますか。 

（委 員） クリスマスリースを作ろうというのが新規ですが、時間はい

つやられたのですか。 

（事務局） １２月の平日水曜日の午後から行いました。日中です。講師

の都合等もありまして、そうなりました。 

（委 員） 時間帯を変えればもうちょっと来そうですね。 

（事務局） 他の文化の講座は午前中に行っています。スポーツ関係で平

日にやる場合、子どもの参加も見込む場合は夜間に行います。 

（委 員） 働いている大人も来られないですね。もったいないと思いま

す。 

（委 員） 長距離走教室ですが、専門の講師の方がみえてやっているの

ですか。 

（事務局） 資格をお持ちの方が、走り方を教えます。 

（委 員） マラソンなどに繋がっているのですか。 

（事務局） 愛知駅伝の町村の部で９位になりました。 

（委 員） いい成績ですよね。 

（事務局） ここで活躍している子たちがやっています。 

（委 員） 高校の先生をされている方でしたか。 

（事務局） 元町の職員です。資格を持っていて、一生懸命やって貰って

います。 

（委 員） 各大会に出ているようです。新聞にも載っていたりします。 

（委 員） 個人ではやって見えないのですか。 

（委 員） 個人ではないと思います。 

（事務局） 自分でクラブを立ち上げて始められました。 

（委 員） 町の補助金はありませんよね。 
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（事務局） ありません。 

（事務局） あれがなければ９位という成績はありえません。練習の成果

だと思います。 

（副会長） 他に意見も無いようですので、議題２につきましては承認し

ていただけますでしょうか。 

     （承認） 

      承認されたということでお願いします。続いて議題３その他

ということで、何かありますか。 

（委 員） 社教センターの予約についてですが、全館抑えられてしまっ

て、実際に使ってない部屋があります。使われないことが多い

部屋なので使いたいのですが、全館抑えるということをなんと

かできないのかと思います。 

（事務局） 町の行事なら調整もできますので声かけしていただければと

思います。 

（委 員） 町の行事をやっているときに受付で今日使いたいけどいいで

すかと尋ねればいいですか。 

（事務局） まず利用申請が出されていれば使えません。利用計画だけな

ら使えるかもしれません。利用申請で許可されてしまうと、他

のところは使えません。 

（委 員） それはだいぶ前からやりますよね。そんなに前には計画でき

ないのですが。 

（事務局） 利用許可が出た時点でその団体しか使えなくなります。 

（委 員） なので全館を抑えるというのをやめて欲しいと思います。 

（事務局） それは社教センターの職員ではわかりません。利用者に確認

する必要があります。 

（委 員） 窓口で確認してほしい。社教センターの窓口で言うと、申請

のあった通りですと言われる。それは間違っていると思います。 

（事務局） 例えば文化協会の芸能発表会だと、ほとんどの部屋が控室等

で使われてしまいます。この会議は施設の利用について審議す

る会議ではありませんので、社会教育センターに意見があった

ことを伝えます。 

（副会長） 他に何かありますか。 

（事務局） マイナンバーの説明について。 

（副会長） これをもちまして会を閉じたいと思います。ありがとうござ

いました。 

（事務局） 副会長、取り回しありがとうございました。本日は、長時間

にわたりありがとうございました。これをもちまして、第３回

豊山町生涯学習推進審議会を閉じさせていただきます。 
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 上記のとおり平成２８年度第３回豊山町生涯学習推進審議会の議事の

経過及びその結果を明確にするためにこの会議録を作成し、会長及び出席

者１名が署名する。 

 

  平成２９年３月３１日 

              副会長  柴 田 昌 治  

 

署名人  渡 邉 勝 利  


