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第２号様式（第３関係） 
 

平成２６年度第１回豊山町社会教育審議会会議録  
 
１ 開催日時   平成２６年７月２３日（水）午前１０時００分から 
 
２ 開催場所   豊山町役場 ３階 会議室３・４ 
 
３ 出席者    豊山町社会教育審議会委員 

（役職及び氏名） 会長：西脇和子 

委員：山本達三、井上郁子、平手ゆり子、鷲見 豊、丹羽孝之 

岡島ひかる、増田昌司、長谷川幹子、橋本節子、安藤定雄  

水野仁美、伊藤 邁、横田のり子 

（欠席）川口謙治郎 

        事務局：西川徹教育長、堀場昇教育部長、秋田和清係長、小塚弘主査、

岡島早希主事 

 
４ 議題    （１）平成２５年度社会教育事業報告について  

        （２）平成２６年度社会教育事業の進捗状況について  

 

５ 会議資料  ・平成２５年度社会教育事業報告       ～資料ＮＯ.１～ 

        ・生涯学習情報誌「生きがいタウン」  

 

６ 議事内容  

（司 会） 定刻になりましたので、ただ今より、平成２６年度第１回豊山町社会教育審

議会を開催いたします。 
      なお、本日委員のうち、「川口委員」におかれましては、出席ができない旨

を事前に連絡をいただいておりますので、報告させていただきます。 
ここで、資料の確認をさせていただきます。既に、委員の皆様には、資料の

送付をさせていただいております。平成２５年度社会教育事業報告書として１

から４２ページまでのものを送付しております。落丁等ありましたら、今、お

申し出いただけましたら差し替えをさせていただきたいと思います。よろしい

でしょうか。それから机の方に本日の次第と生きがいタウン、豊山町の生涯学

習のまとめを配布させていただいています。よろしいでしょうか。 
それでは､役員選出までの間ですが、私が進行の代役を務めてまいりますの

で、よろしくお願いします。まず最初に、西川教育長より皆さまにご挨拶を申

し上げます。 
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（教育長） おはようございます。平成２６年度の第１回豊山町社会教育審議会にご出席

いただきましてありがとうございます。日頃より社会教育のためご尽力いただ

いております。感謝申し上げます。私は４月１日に松田教育長に代わって教育

長に就任し、間もなく４ヶ月になろうとしています。教育委員会の仕事の大き

な柱として、学校教育と生涯学習、社会教育がありますが、社会教育のすそ野

が広くて、たくさんの事業があると改めて感心させられています。町長が「小

さくてキラリと輝くまちづくり」を提唱していますが、社会教育の発展、推進

が大きな課題であると思っています。私たち教育委員会のスタッフは、住民の

ニーズに応えた社会教育を行うために一生懸命頑張っているつもりですが、事

務局だけで行っていると硬直化しかねません。委員の皆さま方には、新しいア

イデアや情報を提供いただきまして期待に応えていきたいと思います。委員の

皆様には忌憚のないご意見や慎重なるご審議をよろしくお願いします。 
（司 会） 次に、委員の委嘱を行います。机の上に委嘱状を置かせていただきましたの

で、ご確認していただくことで、委嘱にかえさせていただきます。なお、任期

につきましては、平成２６年４月１日から平成２８年３月３１日までとなって

おります。２年間よろしくお願いいたします。 
      本日は、初回の審議会であります。初めての方もおみえになりますので、簡

単に自己紹介をお願いしたいと思います。 
（委員→事務局の順に自己紹介） 
（司 会） ここで、新たに役員の選出をお願いします。豊山町社会教育審議会規則第３

条の２項により、委員の互選となっております。会長につきまして、どなたか、

ご推薦があれば、お願いいたします。如何でしょうか。  
（委 員） また、前任者の西脇さんにお願いしたいと思いますけれどもいかがでしょ

うか。 
（司 会） ありがとうございます。西脇さんの推薦がありましたが、みなさんいかが

でしょうか。 
（委員全員の拍手で承認） 
（司 会） ありがとうございます。会長に西脇委員ということで、会長の就任のご挨拶

をお願いします。 
（会 長） ２期４年務めさせていただきましたので、もうそろそろあと１期だけという

ことでよろしくお願いします。私も長く社会教育委員をやっていても、社会教

育委員とはどういうものかあまりよくわかっていないままおりました。昨年発

表の時に勉強させていただきまして、文章をまとめさせていただきました。や

っと、こんなにたくさんのことをやっているんだなという全体のことがわかっ

てきました。みなさまにご協力をよろしくお願いします。学校の先生以外の

方々に年１回どこかの研修や総会にご出席いただくことができれば、外から社

会教育委員とはどういうことか、少しずつわかってくると思います。行政の方

も部会長さんだけお誘いするのではなく、万遍なく皆さんをお誘いして、ご都

合のいい方は積極的にご参加いただきますようにお願いいたします。よろしく

お願いします。 
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（司 会） ありがとうございました。次に、副会長の選出に移ります。副会長につきま

しても、審議会規則第３条の２項により、委員の互選となっておりますが、副

会長につきましては会長の指名ということでいかがでしょうか。 
（異議なし） 
（司 会） よろしいでしょうか。それでは、異議なしということで会長からご指名をお

願いしたいと思います。 
（会 長） では、前年に引き続いて山本先生にお願いしたいと思いますが、みなさん

よろしいでしょうか。 

（委員全員の拍手で承認） 

（司 会） ありがとうございました。それでは、副会長は山本委員ということでお願い

します。 
      次に部会長の選任をお願いしたいと思います。お配りしてあります委員名簿

の部会名欄に、所属部会名が記載されていますので、それぞれ分かれていただ

き部会長を決めていただきたいと思います。 
（会 長） 前年まで部会長をやっていただいた委員の方に、引き続きお願いしたいと

思いますが、いかがでしょうか。 
（異議なし） 
（司 会） それでは、それぞれの部会長が決まりましたので、確認させていただきま

す。社会教育振興部会長には井上郁子委員、社会教育施設運営部会長には橋

本節子委員、青少年・家庭教育部会長には伊藤邁委員、よろしくお願いいた

します。 
（司 会） 次第の議題に入ります前に、お諮りします。 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。したがいまして、議事録掲載につきまして委員の皆様のご承認をいただ

きたいと思いますので承認をお願いいたします。なお、議事録は、要点筆記で

作成したものに会長の署名をいただき、掲載をするということになります。   

よろしいでしょうか。 
（異議なし） 
（司 会） ありがとうございます。それでは、これより議事に入ります。取り回しにつ

きましては社会教育審議会規則第４条第１項に基づき、会長にお願いしたいと

思います。 
（会 長） それではしばらくの間議長をつとめさせていただきます。議案１の「平成

２５年度社会教育事業報告について」事務局より説明をお願いします。 

～平成２５年度社会教育事業報告について～  

 資料ＮＯ.１により説明。 

（会 長） ありがとうございます。非常にたくさんの資料ですが、今の説明でご質問、

ご意見などございましたらよろしくお願いします。 

（委 員） 児童体操教室や幼児体操教室などスポーツが非常に盛んな豊山町ですが、

全国的に子どもたちの体力の低下が見られます。豊山町の子どもたちの体力

はどのような状況にありますか。 
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（会 長） 小学校でも体力測定がありますか。 

（委 員） ありますね。平均値よりも下ですね。 

（事務局） 小学生、中学生については学校教育課の方で把握しておりますので、この

場で具体的な数値をお答えすることができません。 

（委 員） 全国ネットで文部科学省の方では壮年テストの形で成人の体力テストを行

っていますが、子どもたちだけでなく成人の体力が下がっています。高齢者

の体力も低下しており、これが全国のトレンドですが、豊山町はどうでしょ

うか。それを踏まえた社会体育のプログラムも考えられるのではないかと思

います。 

（事務局） そこまで考えて事業内容を決めてはおりません。成人の方も体力測定が１

４人と、データ的にもあまり多く掴んでいる訳ではありませんので、少しそ

ういった状況を把握しながらいろいろな事業を進めていきたいと思います。 

（委 員） 豊田市では小学校、中学校でもほぼ全国平均を下回っています。スポーツ

施設がたくさんあり、環境は整っていますが、全国平均を下回っています。

岡崎市はほとんど全国平均を上回り、地域によって特徴が分かれます。全国

平均を上回る地域と下回る地域の二極化が進んでおり、スポーツを非常に熱

心にやる子はいる一方で、全然やらない子たちが増えています。やらない子

に引っ張られて平均値が下がり、スポーツがすごくできる子とできない子に

分かれています。これが大人、壮年から中高年にも増えていて、やらない人

をどうこのところに引っ張り出してくるか、プログラムの工夫をお願いした

い。 

（委 員） スポーツ少年団の加入率が約４６％の年がありました。平成２５年度は２

９％なので、加入率が高い年は、体力測定のデータも上がるのではないかと

思います。 

（会 長） スポーツ少年団は昭和４０年代から続いており、現在の加入率は３０％程

度です。これについて、３０％も入っていると考えるのか、３０％しか入っ

ていないと考えるのか、以前質問を受けたことがありました。何十年も続い

ていること自体すばらしいと思うので、私は３０％も入っていると考えたい

と申し上げました。スポーツ少年団のような活動を、地域で続けていくこと

が大切だと思います。 

（委 員） スポーツは大学生からやっても身に付かないので、小学生から中学生にか

けての年代は外で遊んで、種目もひとつだけではなくいろいろなものをやっ

ておくと良いと思います。 

（会 長） その他質問やご意見はありませんか。それでは「平成２５年度社会教育事業

報告について」はお認めいただけるでしょうか。お認めいただけるのでしたら、

拍手をお願いします。 

（一同拍手） 
（会 長） それでは、議案（２）「平成２６年度社会教育事業の進捗状況について」

事務局より説明をお願いします。 

 



5 

～平成２６年度社会教育事業の進捗状況について～  

 生涯学習情報誌「生きがいタウン」により説明。 

（会 長） 事務局の説明が終わりました。ただ今の説明について何かご質問、ご意見

はありますか。 

（委 員） ダンス（ヒップホップ）教室で１６人の応募があるようですが、年齢的に

は若い人たちが多いのか、どんな方たちが参加されるのでしょうか。 

（事務局） 中学生ですと親子参加が多いです。 

（委 員） ダンス教室ですが、中学生以上を対象にしておりまして、今現在、中学生

と４０代までの方に参加していただいています。 

（会 長） 今、中学校でダンスは行われていますね。 

（委 員） 中学校でダンスが必修科目になっていましたので、興味を持ってもらえたら 
と教室を開いています。 

（委 員） 成人向けの教室はあまり多くないですね。 

（会 長） 前は講座が結構あったのですが、最近は少なくなりましたね。 

（委 員） 筋力トレーニングもなくなりましたね。 

（委 員） 筋力トレーニングも２年行いましたが、自主運営になって、独立したクラ

ブができました。 

（会 長） 前も講座は長く続いてはいけないといわれていまして、英会話はずっと続

いていいのかなと思います。 

（事務局） 英会話につきましては、英会話のサークルが別途ございます。英会話のサ

ークルに入っていて、英会話講座にお越しになっている方もいます。英会話

講座の講師はネイティブのアメリカ人ですので、この点で英会話のサークル

とは差別化を図っております。語学の特性上、継続も必要と考えられるため、

現在も講座として扱っています。 

（会 長） そういうことでお認めいただけましたら拍手をもってお願いします。 

     （一同拍手） 
（会 長）「その他」ですが、事務局何かありますか。 

（事務局） ありません。 

（会 長） それではこれで、平成２６年度第１回豊山町社会教育審議会を終わらせて

いただきます。本日は、お疲れさまでした。気をつけてお帰り下さい。 

（司 会） 西脇会長、取り回し、ありがとうございました。委員の皆様も長時間にわ 
たり有意義なご論議ありがとうございました。これをもちまして、第１回社

会教育審議会を閉会といたします。   
 

上記のとおり平成２６年度第１回豊山町社会教育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人が署名する。 
 

平成２６年８月５日 
   会 長  西 脇 和 子  
   署名人  井 上 郁 子  


