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令和２年度第２回豊山町社会教育審議会 議事録 

 

１ 開催日時 

令和３年２月１６日（火） 午前１０時～午前１１時３０分 

２ 開催場所 

豊山町役場３階 会議室３・４ 

３ 出席者 

（１）豊山町社会教育審議会委員 ８名  

学識経験者 堀田 裕子 （会長） 

社会教育関係者 坪井 夫  

社会教育関係者 鈴木 二郎  

社会教育関係者 長谷川 幹子  

社会教育関係者 橋本 節子  

青少年・家庭教育関係者 鈴木 育生 （副会長） 

青少年・家庭教育関係者 永末 猛  

青少年・家庭教育関係者 小出 雅子  

（２）事務局 ５名 

教育長 北川 昌宏  

教育委員会事務局長 安藤 憲司  

生涯学習課生涯学習係長 栗山 直樹  

生涯学習課生涯学習係主事 佐々木 駿  

生涯学習課生涯学習係主事 高木 杏菜  

 

４ 議題等 

議題 

（１）総合型地域スポーツクラブ設置に向けた調査研究について② 

（２）郷土資料室の再生事業について② 

 報告 

（１）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（令和３年度） 

 その他 

 （１）楽器寄附ふるさと納税制度について 

 （２）生涯学習課のホームページの充実について 

 

５ 会議資料 

  令和２年度第２回豊山町社会教育審議会（全１２ページ） 
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６ 議事内容 

事務局長 本日は、お忙しい中、ご参集いただきましてありがとうご

ざいます。 

定刻となりましたので、「令和２年度 第２回豊山町社会

教育審議会」を始めさせていただきます。 

私は、本日の進行を務めます教育委員会事務局長の「安藤」

と申します。よろしくお願いいたします。 

それでは、「次第」に沿いまして進めさせていただきます。 

「次第」につきましては、お配りした「会議資料」を１枚

めくっていただきますと記載してありますのでご覧くださ

い。 

事務局長 はじめに、鈴木町長よりご挨拶申し上げます。 

町長 おはようございます。町長の鈴木でございます。本日はお

忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございま

す。また、平素は社会教育の分野のみならず、町政に関しま

して理解、ご支援賜りますこと、この場をお借りしまして感

謝申し上げます。新型コロナウイルスの影響により様々な町

の行事を中止にせざる得ない現状の中、こういった会議は町

の将来の重要な議題をご審議いただく場ということですの

で、開催させていただいたところでございます。 

来年の４月に町制５０周年を迎えますので、それに向けて

令和３年度は準備に取り掛かることになります。本日は「総

合型地域スポーツクラブ設置」や「郷土資料室の再生事業」、

「社会教育センターの長寿命化計画に基づく改修事業」が主

な議題となっております。 

郷土資料室につきましては、５０周年に向けて大幅に改修

したいと考えており、来年度どんな風にするのかという設計

に入っていきます。また、社会教育センターについては年次

を区切って、より使いやすくなるよう改修を行っていきま

す。 

また、社会教育活動の場として大きな開発になります現行

の青山地区に総合防災支援拠点として愛知県が開発の計画

をしています。具体的には愛知県の来年度予算で約２億６千

万円計上し、本格的に計画を進めていく段取りなっておりま

す。愛知県と名古屋市の消防学校を統合して青山に整備した

いという意向を持っています。具体的な調整はこれからとな

りますが、それに合わせて県民の皆様に防災教育をしていた

だけるような環境も整備していくことも１つのコアになり

ます。 
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平時はスポーツ施設として活用できるよう整備していく

ことになりますが、町の大事な区域ですので、町としても積

極的に愛知県と協議し、町民の皆様が使いやすく、活動でき

る場となるよう整備していきたいと思っています。今後実際

に進めるにあたりまして、本日お見えになる皆様、町民の皆

様のご意見を聞き、ぜひそれを反映させていきたいと思って

います。来年は大変な１年になるかと思いますが、皆様には

ご理解いただき、積極的なご意見をお聞かせいただければと

思います。本日は来年に向けて社会教育関係の取組について

ご審議、ご報告をさせていただきますので、積極的なご意見

を賜りますようお願い申し上げまして、挨拶に代えさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

事務局長 ありがとうございました。町長は他の公務がございますの

で、これで退席させていただきます。 

事務局長 次に、本町では「議事録等の作成に関する指針」により、

審議会等の議事録はホームページに掲載させていただきま

す。議事録は､発言者名をふせ要点筆記で作成したものに署

名をいただき、掲載をすることになります。 

後ほど、会長から議事録署名委員が指名されますので、会

長と委員の２名で、議事録の内容を確認していただきます。 

それでは議題に入らせていただきます。 

本日の会議は委員１０名中８名の出席をいただいており、

過半数に達しておりますので、豊山町社会教育審議会規則の

規定により会議は成立しております。 

議題につきましては、同規則の規定により、会長の取り回

しでお願いします。 

会長よろしくお願いします。 

会長 議題に入ります前に、議事録署名委員の指名ですが、橋本

委員を指名しますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、次第２「議題（１）総合型地域スポーツクラブ

設置に向けた調査研究について②」、事務局より説明を願い

ます。 

事務局（主事）  会議資料（Ｐ１～２）に基づき説明 

会長 ただいま事務局から説明がありましたが、この議題に関し

て、ご意見、ご質問はありませんか。 

委員 これは建物が建つということですか。また、スポーツをす

る場所はありますか。 

事務局（係長） 今回は新たに建物を建設するということではなく、生涯学

習課の既存事業ふれあいひろばと生涯学習講座のスポーツ
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を融合させるということになります。活動場所は現在と同じ

く、社会教育センターや豊山グランド等を使います。 

委員 小中学校の部活動の受け皿となることを目指しています

が、現状小中学校がどのように認識してどう考えているのか

を聞きたいです。 

教育長 この 1 年間新型コロナウイルスの影響で、部活動の対外試

合はほとんどなくなってしまって、愛日地区では今後の部活

の在りようを考える話が出ています。それも見据えたうえ

で、部活動の受け皿を用意しなくてはいけないと思います。

また、部活動の指導者は先生ではなく、民間の方に担っても

らう世の中の動きがありますので、総合型スポーツクラブが

その受け皿になることを目標に進めていきたいと思います。 

委員 とても良い取組だと思いますが、大きな変化だと思います

のでしっかりと準備をして進めていただきたい。 

委員 他の自治体で同じ取り組みをやっているところがあると

思いますが、その中で先進的な取り組みを行っている事例は

ありますか。 

事務局（係長） 全国的に調べると、東京都新宿区はスポーツ・文化両方を

取り入れているのに加え、小中学校の子どもたちの居場所づ

くりも見据えながら行っています。 

委員 やっていただくことは素晴らしいことですが、活動場所が

なくなるなど移行していく段階で衰退していくと困るので、

そうならないことを要望します。 

会長 多くのご質問・ご意見ありがとうございました。 

議題（１）につきまして、承認いただける方は拍手をお願い

いたします。 

（全員の拍手あり） 

全員の拍手により議題（１）は承認されました。 

会長 つづきまして、「議題（２）郷土資料室の再生事業につい

て②」、事務局より説明を願います。 

事務局（主事） 会議資料（Ｐ３～４）に基づき説明 

会長 ただいま事務局から説明がありましたが、この議題に関し

て、ご意見、ご質問はありませんか。 

委員 小学生が授業の一環で来ることはありますか。 

事務局（主事） 新栄小学校と志水小学校が授業の一環で見学に来ること

が年に数回あります。 

委員 これができたら素晴らしいと思います。今は物であふれて

いるので、その時々のテーマを持って展示してもらえるとい

いと思います。 
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委員 これは常設で考えていますか。 

事務局（主事） 今ここにある案は常設で考えています。 

委員 豊山町外から引っ越してきた人も増えたので、豊山町のこ

とを知らない人も多いと思います。豊山町のことを知る学べ

る要素もあるとありがたいです。 

事務局（係長） 今年度郷土資料室の現状調査を行った結果、この展示計画

の提案がありました。昭和だけでなく、豊山町の歴史や伝統

文化も紹介しながら新しい郷土資料室ができたらと考えて

います。 

また、今年度発足した「文化財友の会」が小学生の見学時

に郷土資料室の案内を行うといった活動も行っています。 

委員 人の興味がわくようなイベントと合わせて、郷土資料室で

学べるよう、人を呼び込む工夫もあるといいと思います。 

事務局（主事） 新しい企画展を開催する他、生涯学習講座や町のイベント

時にも郷土資料室を活用していければと考えます。 

教育長 産業まつりの会場にするのもいいですね。 

委員 子どもに興味を持ってもらうには、動くものや体験できる

ものが必要です。 

教育長 テーマに体感とあるので、まさに触ってみて体験できるも

のを取り入れたいと思います。 

会長 多くのご質問・ご意見ありがとうございました。 

議題（２）につきまして、承認いただける方は拍手をお願い

いたします。 

（全員の拍手あり） 

全員の拍手により議題（２）は承認されました。 

会長 つづきまして、次第３の「報告（１）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（令和３年度）」、事

務局より説明を願います。 

事務局（係長） 会議資料（Ｐ５～６）に基づき説明 

会長 ただいま事務局から説明がありましたが、この報告に関し

て、ご意見、ご質問はありませんか。 

委員 令和３年度から１２年度までの計画とありますが、これで

全てになりますか。 

教育長 長寿命化は新しい機能を持たせて使える期間を延ばして

いくものですが、具体的な案としては令和１２年度までで見

通しを立てました。この先は町全体で、防災拠点や小中学校

の改修など公共工事はたくさんあります。公共施設全体の計

画があり、社会教育センターもその一環として計画的に取り

組む必要があります。 
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委員 トイレの改修について、洋式が１００%じゃないのには理

由があるのですか。 

事務局長 基本的には洋式便器を増やしていきたいと考えますが、洋

式便器は和式便器に比べて１つのブースのスペースが広く

必要です。洋式便器ばかりにすると便器の数が減る可能性も

ありますし、洋式便器に腰掛けたくない方もいらっしゃいま

す。現在の便器数をなるべく減らさないように考えていきた

いと思います。 

委員 令和５年度にアリーナの空調が入る予定とありますが、こ

れは冷暖房が入るということですか。 

事務局長 この計画によると令和５年度にアリーナの冷暖房の設置

を考えていますが、この計画については、防災拠点等とも合

わせて考えていくので確約するものではありません。 

委員 社会教育センターにはそんなにお金をかける必要はない

かと思います。 

教育長 昭和６３年に建てましたので、まだ３０年しか経っていま

せん。通常６０年の耐用年数がありますが、長寿命化計画で

延ばしつつ、使える限りは大切に使っていきたいと思いま

す。 

会長 つづきまして、次第４の「その他」、事務局から何かあり

ますか。 

事務局（主事） 会議資料（Ｐ７~８）に基づき説明 

委員 社会教育審議会の資料が一変していて、これからの取り組

みについて書いてありますが、繋げていくためにも現状がど

うなっているのか示してもらえるとよりいいと思います。 

事務局（係長）  今回は今できること、今後できることを提案させていただ

きました。また、今回の内容の報告については、来年度の１

回目の会議で行いますのでよろしくお願いいたします。 

会長 皆様のご協力により、議案のご承認賜り、ありがとうござ

いました。 

事務局長 会長、議事の進行ありがとうございました。 

本日は長時間にわたり、ご審議いただきまして、誠にあり

がとうございました。 

これをもちまして、第２回豊山町社会教育審議会を終了さ

せていただきます。 

 

 


