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【議題（１）】【諮問事項】豊山町子ども読書活動推進計画（第３次）

について 
 

計画策定の趣旨 

子どもの読書活動は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かに

し、人生をより深く生きる力を身に付けていくうえで欠かせないものであることか

ら、社会全体で子どもの読書環境の整備を推進していくことは極めて重要である。 

一方、情報化社会の進展により、子どもがふだん費やす時間はインターネットや

電子ゲームに充てられ、読書離れが進んでいるのが現状である。 

子どもの読書活動の推進を目的に、国は平成１４年に「子どもの読書活動の推進

に関する基本的な計画」を、愛知県は平成１６年に「愛知県子ども読書活動推進計

画」をそれぞれ策定した。 

本町では、子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において、自主的に読書活動を

行う環境づくりを目指すため、平成２３年に「豊山町子ども読書活動推進計画（第

１次）」を、平成２８年度には「同計画（第２次）」を策定し、その環境づくりに努

めてきた。 

今年度は「同計画（第２次）」の最終年となることから、これまでの成果と課題

を検証した上で、「豊山町生涯学習のまちづくり基本構想・基本計画（第３期）」と

整合性を図り、「豊山町子ども読書活動推進計画（第３次）」を策定する。 
 

計画の位置付け 

本計画の位置づけは以下のとおり。 

（１）「豊山町第５次総合計画」の下位計画である「豊山町生涯学習のまちづくり

基本構想・基本計画（第３期）」にて取り組む施策の一つとして位置付けられ

ており、次の関連する計画との整合性を図り策定する。 

【関連する計画】 

    国：子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（第４次） 

    県：愛知県子ども読書活動推進計画（第４次） 

    町：豊山町生涯学習のまちづくり基本構想・基本計画（第３期） 

（２）町民が子どもの読書活動の推進に自主的に取り組むことができるよう、家庭、

学校、地域のそれぞれの役割を示すとともに、ボランティアやＰＴＡの活動な

ど、町民参加を促進する条件や協働の方向も併せて示し、町民の活動の指針と

なるものとする。 

 

計画の対象と期間 

【対象】 

 ・乳幼児から中学生を中心とした、０歳から概ね１８歳以下の子ども 

 ・子どもの読書活動を支える大人 

【期間】 

 ・令和３年度から令和７年度（５年） 
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基本目標・方策・取組 

 

 

計画策定の進め方 

（１）「豊山町子ども読書活動推進計画（第２次）」で行った取組の成果や課題を検証 

し、現代社会の実情に合った読書活動の推進に向けて、見直しを進める。 

（２）年４回学校図書担当教諭と開催する読書活動連絡会にて、児童生徒を取り巻く 

読書環境をアンケート調査するとともに、パブリックコメントを実施し、実情に 

合った計画を策定していく。 
 

策定体制 

 

 

スケジュール 

令和２年８月  第１回生涯学習推進審議会  

※議題 豊山町子ども読書活動推進計画（第３次）について 

１０月中旬  生涯学習推進委員への計画案送付と意見の集約 

       パブリックコメント実施 

１２月下旬  第２回生涯学習推進審議会 

※議題（予定） 計画の最終案、パブリックコメントの結果報告 

令和３年４月  豊山町子ども読書活動推進計画（第３次）施行 
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【議題（２）】豊山町オーケストラ設立に向けた調査研究について 
 

趣
旨 

 音楽を通じて、豊山町の文化芸術の振興を図り、豊かな心を育むまちづく

りと地域の活性化及び地域の担い手を育成するため豊山町を活力拠点とする

「豊山町オーケストラ（仮称、以下「オーケストラ」という）を設立する。 

 

コ
ン
セ
プ
ト 

・オーケストラは音楽を愛する町民の交流及び活躍の場とすること 

・オーケストラは町内各種行事における活動を通じて地域の活性化に貢献す

ること 

・地域の担い手の育成と地域文化の発展に積極的に取り組むこと 

 

実
施
内
容
（
案
） 

名称 ・（仮）豊山町ウインドオーケストラ 

運営主体 ・教育委員会事務局 生涯学習課 

楽団員 ・在住、在勤、町出身者他  

指導監督者 ・地元に馴染みがあり、音楽に対する専門性がある者 

応援指導員 ・個人練習の指導員としてプロ音楽楽団にサポート依頼 

楽団の構成 

・指揮者：指導監督者  

・構成 ：楽団員の所有楽器により構成を検討 

     ※不足分は演奏エキストラを活用 

必要楽器種類 
・主に吹奏楽に必要な管楽器、打楽器で構成 

  木管楽器、金管楽器、弦楽器、打楽器 

楽器収集 
・基本的には楽団員の所有楽器を使用 

・初心者などの楽器は「楽器寄付ふるさと納税制度」を活用 

楽器保管場所 ・社会教育センター「ホール控室３」 

活動内容 

・演奏会：年２回（定期コンサート＋α） 

     ※αは、とよやま DE ないと、町民体育大会、   

芸能発表会、お昼のときめきコンサートなど 

・練習会：毎週土曜日３時間  

※応援指導員を活用 

     ※個人練習と合同練習は隔週で実施  

練習会場 ・社会教育センター「ホール」、「視聴覚室」 

 

活動費 

・指導者への報酬 ・エキストラ代 ・楽器レンタル代  

・楽譜購入費（コピー代含む）  

・衣装代（ポロシャツ）  

・楽器メンテナンス費（修理費∔消耗品費） ・楽器保険代 

・楽器輸送代（トラックレンタル代、保険など） 

財源 
・月会費 

・補助金等があれば活用 
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ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
案
） 

Ｒ２年度 

12月 議会・委員会（オーケストラ設立構想案報告） 

１月 オーケストラ設立構想案・楽器寄付ふるさと納税制度の周知 

（広報、ＨＰ等） 

     楽団員募集 

楽器ふるさと納税制度開始 

Ｒ３年度  

  ４月 初回説明会、練習開始 

  11月 プレ演奏会（芸能発表会） 

Ｒ４年度  

  ５月 記念演奏会（町制 50周年記念式典） 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

豊山ウインドオーケストラ 

地域の「担い手の育成」、「地域文化の発展」へ 

応援指導員 

（プロ音楽楽団員） 

 

運営サポート 

事務局 

（生涯学習課） 

練習サポート 

指導監督者・楽団員 

・演奏会（年２回） 

・練習会（毎週土曜日） 

 ※個人練習/合同練習 

 

楽団員（初心者） 

・講座、個人練習 

上達後 

・音楽を愛する町民の「交流の場」、「活躍の場」の提供 

・「地域の活性化」への貢献 

効果 神楽・木遣 

 

交流 

地域住民 

 

楽
団
員
と
し
て
参
加 

初心者～経験者 

小学生～高齢者 

さらに 



 

5 

 

【議題（３）】生涯学習推進審議会と社会教育審議会の統合について 

 

１ 趣旨 

現在、教育委員会事務局生涯学習課は、生涯学習のまちづくり基本構想・基本計

画に基づいた生涯学習の推進に係る施策を審議する「生涯学習推進審議会」と成人

教育、青少年教育などに関することを審議する「社会教育審議会」を所管している。 

しかし、この２つの審議会の根本的な役割は生涯学習・社会教育の推進であり、

審議会での審議内容も重複する部分があり、組織が二重構造となっている。 

そこで、社会教育のあり方や生涯学習施策を総合的に審議し推進するために、こ

の２つの審議会を統合するものである。 

 

２ 生涯学習推進審議会及び社会教育審議会の比較 

 

項目 生涯学習推進審議会 社会教育審議会 

根拠法令 豊山町生涯学習推進審議会条例 

社会教育法 

豊山町社会教育委員設置条例 

豊山町社会教育審議会規則 

設置年月 平成１６年３月 平成１６年４月 

所掌内容 

生涯学習のまちづくり基本構想・基本

計画に基づいた生涯学習の推進に係

る施策を審議 

成人教育、青少年教育などに関するこ

とを審議 

定数（実人数） １２人以内（９人） １５人以内（１０人） 

 

３ 愛日地区の生涯学習推進審議会及び社会教育審議会の設置状況 

  愛日地区内では下表のとおり２つの審議会を設置している自治体はない。また、

愛知県においても愛知県生涯学習審議会のみ設置しており愛知県社会教育委員で

構成している。 

 

自治体名 生涯学習審議会 社会教育審議会 備考 

豊山町 生涯学習推進審議会（９人） 社会教育審議会（10人）   

瀬戸市 なし 社会教育委員会（10人）   

春日井市 生涯学習審議会（15人） なし 
社会教育委員が生涯
学習審議会を構成 

小牧市 生涯学習審議会（12人） なし 
社会教育委員が生涯
学習審議会を構成 

尾張旭市 なし 社会教育委員会（10人）   

豊明市 なし 社会教育委員会（９人）   

日進市 なし 社会教育委員会（11人）   

清須市 なし 社会教育委員会（20人）   

北名古屋
市 

なし 社会教育委員会   

長久手市 なし 社会教育委員会（９人）   

東郷町 なし 社会教育委員会（20人）   
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４ 統合に向けた課題 

（１）統合後の審議会の委員構成 

   本町は社会教育法第１５条「市町村は社会教育委員を置くことができる」に基

づき社会教育委員設置条例を制定し社会教育委員（１５名以内）を設置している。 

   社会教育委員は社会教育に関する諸計画を立案することなど社会教育に関し

教育委員会に助言する役割があることから、継続して設置する。 

   また、町民の生涯学習活動に関する実態や意向を把握するため、生涯学習ボラ

ンティアの代表者と一般公募者も社会教育委員として構成する。 

（２）統合の時期 

   両審議会とも委員の任期が令和２年４月１日から令和４年３月３１日までと

なっており、統合の時期は令和４年４月１日を目標とする。 

（３）統合後の審議会の名称 

   審議会の名称については、広義において生涯学習に社会教育が含まれているた

め「（仮称）生涯学習審議会」とする。 

 

５ 具体的な委員構成案 

 

■令和２年度（現行） 

 

 

■令和４年度（案）  

 

【内訳】学識経験者２名、教育関係者４名、関係町民団体代表者４名、 

生涯学習ボランティア代表者１名、一般公募選出者１名 

※生涯学習審議会委員は、社会教育委員を兼ねる。 

 

  

№
選出区分
（所属等）

№
選出区分
（所属等）

№
選出区分
（所属等）

№
選出区分
（所属等）

学識経験者 関係町民団体代表者 学識経験者 社会教育関係者

（大学教授） （商工会） （大学教授） （体育協会）

教育関係者 学校教育関係者 青少年・家庭教育関係者

（中学校校長） （学校代表校長） （子ども会連絡協議会）

教育関係者 社会教育関係者 青少年・家庭教育関係者

（文化協会） （文化協会） （民生児童委員協議会）

教育関係者 社会教育関係者 青少年・家庭教育関係者

（体育協会） （学校体育施設開放管理指導員） （スポーツ少年団）

関係町民団体代表者 社会教育関係者 青少年・家庭教育関係者

（老人クラブ連合会） （読書指導者） （更生保護女性会）

8

4 9

5 10

社会教育委員　【10名】

5

1 6

2 7

33 8
生涯学習ボランティア代
表者

4 9 一般公募選出者

生涯学習推進審議会委員　【９名】

1 6

2 7
生涯学習ボランティア代
表者

№ 選出区分 № 選出区分 № 選出区分 № 選出区分

教育関係者

教育関係者

教育関係者

教育関係者

関係町民団体代表者

11
生涯学習ボランティア代
表者

学識経験者

学識経験者

（仮称）生涯学習審議会委員　【１２名】

12 一般公募選出者関係町民団体代表者

4

2 5

3 6

1 7 関係町民団体代表者

8 関係町民団体代表者

9

10
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【報告（１）】令和元年度生涯学習事業の報告について 

 

 
 

「豊山町の生涯学習 令和元年度のまとめ」参照 
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＜このページは空白です。＞  
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【報告（２）】令和２年度豊山町生涯学習のまちづくり実施計画の進捗

状況について 
 

基本目標１ 生涯学習活動の推進  

１ 学ぶ機会の充実  

№ 事業名 事業概要 
新規 
継続 

進捗状況 

１ 

学習ニーズに
対応した学習
プログラムの
提供事業 

町全体での生涯学習活動の推進を
図るため、生涯学習推進審議会を
設置し、運営の支援を行う。 

継続 
８月２６日第１回生涯学習推
進審議会を開催 

生涯学習活動に関する情報を提供
するため、生涯学習情報誌「生き
がいタウン」を年２回（４月、９
月）発行する。 

継続 
９月に「生きがいタウン（後
期）」を発行予定 

２ 

生涯学習関係
団体・機関との
連携による講
座の開設事業 

町民の自発的な学習意欲を高める
ために、子どもから高齢者までラ
イフステージにあった生涯学習講
座を開催する。 

継続 

新型コロナウイルス感染拡大
防止（以下、新型コロナ）によ
り６月まで講座を中止したが、
７月から一部の講座を除き開
催している。 

３ 
生涯学習ボラ
ンティアの養
成事業 

生涯学習ボランティアバンクの利
用促進などにより、学習した知識
や技術を地域活動参画や社会貢献
に活かせるよう学びの循環作りを
行う。 

継続 
引き続き「生きがいタウン」に
ボランティアバンクの掲載を
行う。 

  

２ 社会教育施設の整備・充実  

№ 事業名 事業概要 
新規 
継続 

進捗状況 

１ 

社会教育セン
ターの長寿命
化計画に基づ
く改修事業 

社会教育センターの長寿命化改修
工事を行うため実施設計を行う。 

新規 
請負業者を決定し、令和３年度
に行うトイレや手すり等の改
修に向けて業務実施中。 

２ 
社会教育セン
ター管理一般
事業 

社会教育センターの運営にかかる
一般管理事務を行う。 

継続 
利用人数の制限を設けながら
貸館業務を実施中。 

３ 
図書室整備運
営事業 

町民の読書への関心と書物への興
味を深めるため、読書サークルや
ボランティア団体によるおはなし
会、親子読書会などの事業を推進
する。 

継続 

新型コロナにより、おはなし会
及び親子読書会を９月まで中
止。１０月以降の実施について
は検討中。 

町民の読書意欲の増進と自己教育
の実現を図るため、図書資料の収
集、整理及び貸出し等を行う。 

継続 
毎月１００冊前後の新着資料
を購入し、適切に図書室運営を
行っている。 

４ 
学習等供用施
設維持管理事
業 

各学習等供用施設（東部、冨士、
新栄）の運営管理を、一括して地
方自治法第２４４条の２第３項に
基づく指定管理者制度により行
う。 

継続 

昨年度末に豊山町シルバー人
材センターと指定管理協定を
締結。指定管理期間は令和６年
度までの５年間。施設貸館業務
は利用人数の制限を設けなが
ら実施中。 
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基本目標２ 家庭教育支援の充実  

１ 家庭の教育力向上の支援  

№ 事業名 事業概要 
新規 
継続 

進捗状況 

１ 
家族ふれあい
事業 

乳幼児学級、子ども体験講座、家
族ふれあいコンサート、家族芸術
劇場等のイベントを行い、家族で
ふれあう機会を設けるとともに、
子育て、家庭教育の充実を図る。 

継続 

新型コロナにより６月まで講
座・イベントを中止したが、７
月から感染防止対策を行った
うえで開催している。 

２ 
家庭教育講演
会事業 

家庭教育の重要性の普及、啓発を
図るため、小中学校の児童・生徒
を持つ保護者を対象に、家庭・地
域での教育力向上を啓発し、その
実践を促進する講演会、相談事業
を開催する。 

継続 令和３年１月頃に開催予定。 

  

２ 地域の教育力向上への支援  

№ 事業名 事業概要 
新規 
継続 

進捗状況 

１ 
放課後子ども
教室事業 

放課後の子どもの居場所づくりの
一環として、豊山小学校の１年生
から３年生を対象に実施する。 

継続 

新型コロナにより５月まで中
止したが、６月から感染防止対
策を行ったうえで実施してい
る。 

放課後児童クラブなかよし会と放
課後子ども教室の効果的・効率的
な運用による、放課後児童の居場
所づくりの推進を図るため調査・
研究を行う。 

新規 
先進自治体への調査・研究等を
行っている。 

２ 
ふれあいひろ
ば事業 

子どもたちと保護者や家族・地域
の大人たちが参加できる多世代参
加型事業。ボランティアによる指
導者のもと多様な文化・スポーツ
教室を提供する。 

継続 
新型コロナにより５月まで中
止したが、６月から一部の教室
を除き開催している。 

  

３ 子どもの豊かな心を育む学習支援  

№ 事業名 事業概要 
新規 
継続 

進捗状況 

１ 
青少年育成団
体活動費助成
事業 

青少年健全育成に寄与する団体に
対し、活動費等の補助を行う。 

継続 
子ども会とスポーツ少年団に
補助金を交付した。 

２ 
青少年生活指
導事業 

教育、福祉、防犯等、各関係団体
の連携協力のもと、豊山町青少年
育成会議を設置し、その参加団体
による町内巡回パトロールを行う
とともに、小中学校の生徒指導推
進事業を支援する。 

継続 

第１回青少年育成会議を書面
審議により開催した。巡回指導
等は８月７日から実施してい
る。 
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基本目標３ 芸術・文化の充実  

１ 芸術･文化活動の推進  

№ 事業名 事業概要 
新規 
継続 

進捗状況 

１ 

文化振興事業、
お昼のときめ
きコンサート
の充実事業 

コンサート、落語、演劇などの優
れた文化・芸術にふれる機会を提
供するため、文化振興事業を行う。 

継続 
今年度より実行委員会形式で
運営する。現在、開催に向けて
準備している。 

気軽に音楽芸術にふれる機会を提
供するため、クラシックを中心に
したミニコンサートを行う。 

継続 

新型コロナにより６月開催予
定だった「お昼のときめきコン
サート」を無観客で実施し、「と
よやまみんなのチャンネル」に
て放送した。 

２ 
芸術・文化団体
への支援事業 

文化振興に寄与する団体、文化活
動団体に対し補助を行う。 

継続 文化協会に補助金を交付した。 

３ 
豊山町オーケ
ストラ設立調
査研究事業 

音楽を通じて、豊山町の文化芸術
の振興を図り、豊かな心を育むま
ちづくりと地域の担い手を育成す
るため豊山町を活力拠点とする
「豊山町オーケストラ」を設立す
るための調査・研究を行う。 

新規 
令和４年度の設立に向け、関係
団体・自治体の調査研究を行っ
ている。 

  

２ 文化財・郷土資料の保存・活用  

№ 事業名 事業概要 
新規 
継続 

進捗状況 

１ 
文化財の保
存・活用事業 

教育委員会の諮問に応じて文化財
の保存及び活用に関する重要事項
について調査審議を求めるため文
化財保護審議会を開催する。 

継続 
文化財保護審議会を年度末に
開催予定。 

町指定文化財の適切な保存管理を
図る所有者・継承団体や文化財に
対する理解、愛護思想、郷土愛の
育成を図るための活動団体に対し
奨励交付金及び補助金を交付す
る。 

継続 
年度末に町内指定文化財に対
し、奨励交付金を交付する。 

２ 
郷土資料室の
再生事業 

民具等の郷土資料を収集するほ
か、郷土資料室の整理等を行う。 

継続 

資料の把握、郷土資料室の現況
調査を行っている。 
また今年度より文化財研究会
を前身に「文化財友の会」が発
足。現在会員を募集中。 

郷土資料室は老朽化や展示資料の
未整理のため、リニューアルに向
けた調査を行う。 

新規 

５月開催予定だった企画展は
中止となったが、「とよやまみ
んなのチャンネル」にて放送し
た。社会教育センターの開館に
伴い再開している。 
またリニューアルに向けた調
査・検討を行っている。 

３ 
豊山町史編纂
事業 

令和４年の町制施行５０周年に向
けて町史の編さんを行う。 

継続 
今年度より執筆を開始。随時聞
き取り調査や資料収集を行っ
ている。 
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基本目標４ スポーツの充実  

１ スポーツに関わる機会の創出  

№ 事業名 事業概要 
新規 
継続 

進捗状況 

１ 
スポーツ教
室・講習会の開
催事業 

町民の生涯スポーツの振興、体力
づくり健康づくりのため、各種ス
ポーツに関する講座を開催する。 

継続 
新型コロナにより６月まで講
座を中止したが、７月から一部
の講座を除き開催している。 

２ 
指導者の育成
支援事業 

社会体育・スポーツ振興のため、
スポーツ推進委員の設置、活動支
援を行う。また、多世代参加の生
涯スポーツの普及促進、町民が主
体となるスポーツ振興活動を支援
する。 

継続 

スポーツ推進委員定例会を毎
月初旬に開催し、今年度の生涯
スポーツ等について意見を交
わした。 

３ 

総合型地域ス
ポーツクラブ
設置調査研究
事業 

小さな子供からお年寄りまで、初
心者、トップレベルの方たちなど
様々な人たちが参加できる総合型
地域スポーツクラブの設置に向け
調査・研究を行う。 

新規 
先進自治体の調査・研究を行っ
ている。 

  

２ スポーツによる町のにぎわいづくり  

№ 事業名 事業概要 
新規 
継続 

進捗状況 

１ 
スポーツ大会
の開催事業 

実行委員会によって行われるミ
ニ・マラソン大会及び町民体育大
会の補助を行う。 

継続 
町民体育大会は新型コロナに
より中止が決定。 

２ 
愛知駅伝への
参加・支援事業 

愛・地球博記念愛知県市町村対抗
駅伝競走大会に豊山町代表選手を
編成して出場する。 

継続 
記録会を７月１９日に開催し
たが、その後、新型コロナによ
り大会中止が決定。 

３ 
体育協会補助
金事業 

体力向上と健全な体育振興を図
り、健康なまちづくりに寄与する
体育協会の補助を行う。 

継続 体育協会に補助金を交付した。 

４ 
少年野球教室
事業 

人材育成のため、小中学生を対象
とした野球教室を開催する。 

継続 １２月に開催予定。 

  

３ スポーツ施設・環境整備の推進  

№ 事業名 事業概要 
新規 
継続 

進捗状況 

１ 
スポーツ施設
の改修事業 

豊山スカイプールの改修工事を行
う。 

新規 １０月着手を目途に準備中。 

２ 
豊山グランド
維持管理事業 

豊山グランドの維持管理を行う。 継続 
利用人数の制限を設けながら
貸館業務を実施中。 

３ 
豊山スカイプ
ール維持管理
事業 

豊山スカイプールの運営、施設設
備維持管理を、一括して地方自治
法第２４４条の２第３項に基づく
指定管理者制度により行う。 

継続 

昨年度末にハマダスポーツ企
画㈱と指定管理協定を締結。指
定管理期間は令和６年度まで
の５年間。今年度は新型コロナ
により休業。 

４ 
スポーツ施設
維持管理事業 

各スポーツ施設等（志水テニスコ
ート、東部・青山ゲートボール場、
伊勢山スポーツ広場、志水ふれあ
い広場）の維持管理を行う。 

継続 
利用人数の制限を設けながら
貸館業務を実施中。 
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【その他（１）】生涯学習課の新型コロナウイルス感染拡大防止の

取り組みについて 

 

１ 生涯学習係 

（１）放課後子ども教室（月・木曜日 豊山小学校） 

・3/2（月）～5/28（木）閉鎖  

・6/1（月）から開始（1年生は 6/8から） 

   ※開始にあたっては、入室時の手洗い・検温・マスクの着用、教室内の換気・

共用部分の消毒などを実施している。 

（２）生涯学習講座の受付 

  ・昨年度まで役場ロビーにおいて、先着順で受付を行っていたため、当日は 100

人を超える町民の行列ができ、密集・密接の恐れがあった。そのため、今年度

より受付方法を往復はがきに変更して感染予防対策を図った。 

（３）イベント・生涯学習講座 

・６月開催予定のイベント（家族芸術劇場、お昼のときめきコンサート）、生涯

学習講座は中止とした。 

・生涯学習講座は、７月から、愛知県新型コロナウイルス感染拡大予防対策指針

を参考に感染防止対策を実施した上で、一部講座を開始した。 

・ふれあいひろばは、４～５月は中止とした。 

６月から、愛知県新型コロナウイルス感染拡大予防対策指針を参考に感染防 

止対策を実施した上で、６クラブ（陶芸、昔のあそび他）のみ開始した。 

・町民体育大会は、豊山町町民体育大会実行委員会において中止が決定された。 

・郷土資料室企画展、お昼のときめきコンサ

ート（無観客）は、「とよやまチャンネル」

にて放送を行った。 

 （中日新聞近郊版（5/27付）にて掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
中日新聞近郊版（5/27 付） 
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（４）その他 

  ・町青少年育成会議において、５月１５日から町

内巡回パトロール及び町内スーパーなど各施

設にポスターを掲示することにより子どもた

ちの健全育成並びに安全安心の確保を図った。 

  ・毎年実施している豊山関との交流事業において、

今場所は東京開催となったため実施できなか

ったが、代わりに放課後子ども教室の児童が豊

山関への応援メッセージ入りの塗り絵を作成

し、豊山関に届けた。 

（中日新聞近郊版（7/10付）にて掲載） 

   

２ 社会教育センター 

（１）社会教育センター・学習等供用施設 

・図書室・幼児遊戯室・郷土資料室 

    3/3（火）～5/25（月）閉鎖、5/26（火）から再開 

  ・貸室 

     3/3（火）～4/12（日）利用自粛要請、4/13（月）～5/31（日）利用停止 

    6/1（月）～学習等供用施設再開、6/2（火）～社会教育センター再開 

  ・施設管理 

5/1（金）から午後６時に閉館 

（２）屋外体育施設（豊山グランド、志水テニスコート、伊勢山スポーツ広場） 

  ・3/3（火）～4/12（日）利用自粛要請、4/13（月）～5/31（日）利用停止 

6/1（月）から再開 

   ・豊山スカイプールは今シーズン休止 

（３）学校施設開放 

   3/3（火）より利用停止中 

（４）再開後の各施設の対応 

    ◆ 全施設共通事項 

    ・国及び県の新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインを参考に、利用人 

数を定員の半分としている。 

・利用者全員の住所氏名等を記載した名簿の提出と、使用後の施設消毒と清掃 

の２点を利用者へ義務付けている。 

  ◆ 図書室 

・住所氏名等を記載した名簿の提出と、入館前の検温の２点を全ての入館者へ 

義務付けている。  

中日新聞近郊版（7/10 付） 
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【その他（２）】社会教育センターの長寿命化計画に基づく改修事業

について 
 

１ 計画の目的と位置付け 

 建物の耐久性の向上、維持管理の容易性の向上、利用者の満足度向上を達成する
ための効率的な改修を目的とした、豊山町公共施設等総合管理計画（平成２９年３
月策定）に基づく個別施設計画である。 
計画期間は、令和２年度（2020年度）～令和３１年度（2049年度）の３０年間。 
また、計画期間を１０年単位として３期に分けることとし、本計画はその１期分

と位置付けている。 
なお、本計画に基づく老朽化と取り組みの状況を反映するために、概ね５年を目

途に計画の見直しを行うものとする。 

 

 

２ 老朽化の調査結果 

 老朽化の調査結果は以下のとおり。 
 
Ａ 全体的に健全    Ｂ 部分的に劣化進行   
Ｃ 全体的に劣化進行  Ｄ 全体的に顕著な劣化 

 

部位等 評価 部位等 評価 部位等 評価 部位等 評価 

躯体(構造) Ｂ ﾎｰﾙ内装 Ｂ 和室 Ｂ 
ﾄﾞｱ・昇降

機 
Ｃ 

外装・防水 Ａ ﾎｰﾙ床 Ｂ 図書室 Ｂ 照明(全体) Ｃ 

内装(全体) Ｂ ﾎｰﾙ座席 Ｃ 料理教室 Ｂ 空調設備 Ａ 

ｱﾘｰﾅ内装 Ｃ ﾎｰﾙ天井 Ｃ 視聴覚室 Ｂ 受変電設備 Ｂ 

ｱﾘｰﾅ床 Ｃ ﾎｰﾙ音響 Ｃ 
視聴覚室音

響 
Ｃ 給排水設備 Ｃ 

ｱﾘｰﾅ天井 Ｃ 舞台装置 Ｃ 廊下・階段 Ｃ 自火報装置 Ｃ 

ｱﾘｰﾅ設備 Ｃ 控室 Ｂ トイレ Ｃ 合併浄化槽 Ｂ 
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３ 工事費と計画 

（１）全体概算工事費 約 7億 6千万円（税抜き） 
 

工事場所等 金額（円） 

躯体塗装 1,361,000 

【普通施設】 

事務室、応接室、研修室１・２、実習室等 
22,716,000 

【特別施設】 

アリーナ、ホール、図書室、料理教室、視聴覚室等 
412,793,000 

【共有施設】 

トイレ、廊下、階段、エントランス 
71,895,000 

【給排水設備】 

受水槽、ポンプ、配管等 
7,420,000 

【電気・機械設備】 

自火報、非常用電源、昇降機 
61,172,000 

直接工事費（計） 577,357,000 

参考書経費 181,290,000 

合計 758,647,000 

 
 
（２）計画 

早急に改修が必要な場所から、９期に分けて工事を行う 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

【工事場所】 

トイレ、廊下、階段、 

施設内部塗装 

ホワイエカーペット、 

ホール(内装、照明、天井) 

アリーナ(照明、天井) 

自火報装置、 

非常用水栓取付、受水槽、 

湧水・雑排水ポンプ 

 

 

前期(１～３期)工事 

令和３～５年度 

【工事場所】 

アリーナ 

(内装、音響、空調設備設置) 

遊戯室、図書室 

 

 

 

中期(４～６期)工事 

令和６～８年度 

 

【工事場所】 

普通施設 

（事務室、研修室等） 

特別施設 

（視聴覚室、料理教室等） 

配管、非常用電源、昇降機 

 

 

 

後期(７～９期)工事 

令和９～11年度 



 

17 

 

豊山町生涯学習推進委員名簿（令和２年度） 

 

 

◎：会長  ○：副会長 

氏名 選出区分（所属等） 

 前田 治 学識経験者（愛知学泉大学教授） 

 飯田 義秀 教育関係者（豊山中学校校長） 

 奥田 和代 教育関係者（文化協会） 

  柴田 昌治 教育関係者（体育協会） 

 浅井 惠子 関係町民団体代表者（老人クラブ連合会） 

 渡邉 みゆき 関係町民団体代表者（商工会） 

 尾野 よし子 生涯学習ボランティア代表者 

 安藤 幸子 生涯学習ボランティア代表者 

 坪井 敏行 一般公募選出者 

 

＜任  期＞ 令和２年４月１日～令和４年３月３１日 

＜設置根拠＞ 豊山町生涯学習推進審議会条例  
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豊山町生涯学習推進審議会条例 

（設置） 
第１条 豊山町生涯学習のまちづくり基本構想・基本計画（以下「基本構想等」とい

う。）に基づく、生涯学習の推進に係る施策について審議し、又はこれらの事
項について町長に建議するため、豊山町生涯学習推進審議会（以下「審議会」
という。）を設置する。 

（任務） 
第２条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項に関して調査審議をする。 
（１） 基本構想等に基づく実施計画及び施策の策定並びにその変更に関する事項 
（２） 基本構想等に基づく実施計画の進捗状況の点検に関する事項 
（３） 生涯学習ボランティアの推進に関する事項 
（４） その他生涯学習推進施策に関する事項 
（組織） 
第３条 審議会は、委員１２人以内で組織する。 
（構成） 
第４条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。 
（１） 学識経験のある者 
（２） 教育関係者 
（３） 関係町民団体の代表者 
（４） 生涯学習ボランティアの代表者 
（５） 一般公募により選出された者 
（任期） 
第５条 委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
（会長及び副会長） 
第６条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、
その職務を代理する。 

（会議） 
第７条 審議会は、会長がこれを招集し、会長は、その議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 
３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決する
ところによる。 

（専門部会） 
第８条 審議会に専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会に属すべき委員は、会長の指名によって定める。 
３ 専門部会に部会長を置き、専門部会の委員のうちから互選によってこれを定
める。 

（関係者の出席） 
第９条 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて意見を聴くことができ

る。 
（庶務） 
第１０条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。 
（委任） 
第１１条 この条例の定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、町長

が規則で定める。 
附 則 
この条例は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２９日条例第３号） 
この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年１２月１６日条例第２７号） 
この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

  



 

19 

 

【参考】社会教育法（抜粋） 

(社会教育委員の設置) 

第十五条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。 
２ 社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。 
（社会教育委員の職務） 
第十七条 社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を
行う。 
一 社会教育に関する諸計画を立案すること。 
二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を
述べること。 

三 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。 
２ 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べること
ができる。 

３ 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育

に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に
対し、助言と指導を与えることができる。 

【参考】豊山町社会教育委員設置条例 

（趣旨） 
第１条 この条例は、社会教育法（昭和２４年法律第２０７号。以下「法」という。）
第１５条及び第１８条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必
要な事項を定めるものとする。 
（設置） 

第２条 豊山町に社会教育委員（以下「委員」という。）を置く。 
（組織） 

第３条 委員の定数は、１５人以内とする。 
２ 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者
並びに学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。 
（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 
２ 委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
（委員の解嘱） 

第５条 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを
解嘱することができる。 
（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。 
附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
附 則（平成１２年３月３１日条例第１７号） 

（施行期日） 
１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に豊山町社会教育委員の委員である者の任期は、その者が
委員に委嘱された日から起算して２年とする。 

附 則（平成１６年３月３１日条例第３号） 
この条例は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２５日条例第６号） 
この条例は、平成２６年４月１日から施行する。  
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【参考】豊山町社会教育審議会規則 
（組織） 

第１条 豊山町社会教育委員（以下「委員」という。）は、社会教育法（昭和２４年
法律第２０７号）第１７条第１項の職務を遂行するため、豊山町社会教育審議会（以
下「審議会」という。）を組織する。 
（職務） 

第２条 審議会は、次に掲げる事項を審議する。 
（１） 成人教育に関すること。 
（２） 青少年教育に関すること。 
（３） 家庭教育に関すること。 
（４） 社会教育関係団体の振興に関すること。 
（５） 社会教育施設（スポーツ施設を含む。）の設置及び運営に関すること。 
（６） 地方文化の振興に関すること。 
（７） 豊山町教育委員会（以下「教育委員会」という。）から委嘱を受けた青少
年問題、健全育成に関する特定事項における社会教育関係団体、社会教育指導者
その他関係者に対する助言と指導に関すること。 

２ 前項に規定する事項のほか、次に掲げる社会教育の振興に関する事項において、
教育委員会の諮問に応じ、調査審議及びこれに対する意見を述べるものとする。 
（１） 豊山町社会教育センターにおける各種事業の企画実施に関すること。 
（２） 豊山町社会教育センター図書室の行う図書室奉仕に関すること。 
（３） 豊山町視聴覚ライブラリーの事業に関すること。 
（４） 豊山町立小中学校施設の開放に関すること。 
（５） 前各号に掲げるもののほか、社会教育の振興に関すること。 
（会長及び副会長） 

第３条 審議会に会長及び副会長を置く。 
２ 会長及び副会長は、委員の互選による。 
３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務
を代理する。 
（会議） 

第４条 審議会は、会長がこれを招集し、会長は、その議長となる。 
２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 
３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると
ころによる。 
（専門部会の設置） 

第５条 審議会に専門部会を置くことができる。 
２ 専門部会に属すべき委員は、会長の指名によって定める。 
３ 専門部会に部会長を置き、専門部会の委員のうちから互選によってこれを定める。 
（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。 
（委任） 

第７条 この規則の定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は会長が審
議会に諮って定める。 

附 則 
この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２６日教委規則第３号） 
この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３１日教委規則第７号） 
この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 
 


