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第２号様式（第３関係） 
 

平成２８年度第２回豊山町社会教育審議会会議録  
 
１ 開催日時   平成２８年１２月２０日（火）午後２時００分から 
 
２ 開催場所   豊山町役場 ２階 会議室１ 
 
３ 出席者    豊山町社会教育審議会委員 

（役職及び氏名） 会長：井上郁子 

委員：高橋 真、中村里美、富田和美、小川 貴、長瀧隆司、 

柴田恵子、長谷川幹子、橋本節子、安藤定雄 

鈴木育生、中西正司、伊藤 邁、秋田幸代 

（欠席）増田昌司 

        事務局：西川徹教育長、飯塚泰行次長兼事務局長、秋田和清係長、 

小塚弘主査、冨田翔吾主事 
４ 議題    （１）平成２８年度社会教育事業の実施状況について  

        （２）平成２９年度社会教育事業の目標設定の考え方について 

        （３）その他 

  

５ 会議資料  （１）平成２８年度社会教育事業の実施状況及び平成２９年度の事業の

進め方 ～資料ＮＯ.１～ 

        （２）平成２９年度社会教育目標設定の考え方 ～資料ＮＯ.２～  

６ 議事内容  

（司 会） 定刻になりましたので、ただ今より、平成２８年度第２回豊山町社会

教育審議会を開催いたします。ここで、資料の確認をさせていただきま

す。既に、委員の方には、資料１及び資料２を、お届けいたしておりま

す。 

（机上の会議資料などを確認） 

（司 会） 資料の落丁等は、ありませんでしょうか。もし、ありましたら、お申

しでください。次第に沿いまして、まず、最初にこの審議会の会長であ

ります井上会長より、ご挨拶をいただきます。 

（会 長） 皆様、こんにちは。本日はお忙しい中をご出席いただきまして、あり

がとうございます。今年は熊本地震を始め、いろいろなことがございま

したが、豊山町では何事もなく安心をしております。このまま新しい年

を迎えられるといいなと思っております。よろしくお願いいたします。 
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（司 会） ありがとうございました。続きまして、教育委員会の西川教育長より

皆様に、ご挨拶を申し上げます。 

（教育長） こんにちは。平成２８年度第２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。また委員の皆様方には、社会教育

推進のためにご尽力いただいていますことをお礼を申し上げます。今日

は平成２８年度の進捗状況についての報告、来年度に向けての考え方に

ついて、ご審議を願うわけですが、私のなかでここまでで印象に残るこ

とは、１１月１２日、１３日に開催された「文化芸能フェスティバルｉ

ｎとよやま」が盛大に開催され、大変な成果を上げたことがうれしく思

っております。いままでも文化芸能発表会は、素晴らしいという評価を

得ていましたが、今年度は豊山保育園の子ども達に銭太鼓で参加してい

ただきました。また、小学校の合同合唱やバトントワリング、中学校の

吹奏楽、また、ふれあいひろばも出ていただいて、町挙げての文化展に

できたことがうれしく思います。社会教育は地域に根差したということ

が大きいわけでありますので、これからも小さい町ですが一丸となって

いきたいと思います。今日は先ほど申し上げたとおり、事業報告とこれ

からの方針が提案されるわけですが、忌憚のないご意見をいただければ

と思います。よろしくお願いいたします。 
（司 会） ありがとうございました。議題に入ります前に、この審議会等の議事

録を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

の掲載につきまして、委員の皆様のご承認をいただきたいと思います。

よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声） 

それでは、社会教育審議会規則第４条第１項に基づき、このあとの議

題からは、会長に議長をお務めいただき、取り回しをお願いしたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

（会 長） それでは、しばらくの間、議長を務めさせていただきます。皆様のご

協力をよろしくお願いいたします。それでは、議題（１）の「平成２８

年度社会教育事業の実施状況について」事務局よりご説明をお願いいた

します。 

（事務局） ～平成２８年度社会教育事業の実施状況について～  

 資料ＮＯ.１により説明 

（会 長） ありがとうございました。この議題に関して、皆様のご意見やご質問

をいただきます。 

（委 員） 青少年育成巡回指導事業について、夏季と冬季にわかれて巡回指導が

行われるわけですが、夏の場合は主要な場所において巡回している車か

ら降りて、その場所を確認します。しかし、冬の場合は暗くなるためな

のか、車から降りたことがありません。これでいいのかなという疑問を

持っております。できれば、年末の時期ですし、主要な場所は降りて巡

回指導をすることが本来かと思います。 
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（事務局） 社会教育審議会において意見が出たことを、青少年育成会議にお伝え

します。 

（会 長） その他にご意見、ご質問はありますでしょうか。 

（委 員） 供用施設のことですが、利用者から聞くところによると、冨士供用施

設のいすや机がずいぶん古いと聞きました。もう一つですが、卓球台も

以前は２台ありましたが今は１台しかないということで利用者から、卓

球台を増やしてほしいという意見を聞きました。卓球台は良い物であれ

ば、長持ちしますので、もし購入していただけるのであれば、良い物を

購入していただきたいと思います。 

（事務局） いすや机については、指定管理を行っているシルバー人材センターに

事情を伺いまして、協議したいと思います。また、卓球台の件について

であります。施設のとらえ方として、社会教育センターと小中学校の体

育館はスポーツ施設として扱っています。供用施設については、公民館

の補完的な地域コミュニティー施設ということであります。供用施設の

卓球台は競技用ではなくレジャー用ということで導入しております。供

用施設で本格的なスポーツを行うことは想定していませんので、そのよ

うな台を導入しております。しかし、台が傷んでいるということは聞い

ておりますので、修理等を検討してまいります。 

（事務局） この件については、１２月議会でも質問がございました。冨士供用施

設は平成１５年に改築しました。そのときに改築前の備品で使えるもの

は使っていくということで、いすや机が現在も残っています。様々な意

見を聞きながら、状況を把握しております。来年度につきましては、出

来る限りの予算が付くように、努力しております。皆さんの要望にこた

えれるよう、さらに努力してまいります。 

（会 長） その他にご意見、ご質問はありますでしょうか。 

（委 員） ふれあいひろばについて、昨年度に比べて参加者数が増えています。

子どもや保護者の興味や関心のあるものを中心に、見直しをされている

と思っております。子ども達の居場所づくりとして、ふれあいひろばは

大切な場でありますので、来年度も一層の充実をお願いしたいと思いま

す。 

（事務局） ふれあいひろばの指導者はボランティアでやっていただいております。

新たに指導者をしたいという方もいますので、そのようなことから新た

なクラブを増やすことなどを検討し、よりよいものにしていきたいと思

います。 

（委 員） 毎年、各小学校・ＰＴＡが町の文化展に参加させていただき、作品を

出品しております。日ごろの活動のなかで、文化教養を高めるために行

ってきた活動の作品を出品させていただくことはありがたく、励みにな

る場であります。その中で、お金に絡むことですが、参加団体１団体に

つき５，０００円、３０点を超えると１点につき３００円追加の出品料
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がかかります。多くの作品を出したくても、予算の都合で限界がありま

す。出品料について、ご検討いただきたいと思います。 

（事務局） 出品料につきまして、文化協会が主になっておこなっています。例年

通りということで、方針をとらしていただきました。文化協会も含めて、

町から補助金が交付される財政援助団体につきまして、自主財源の確保

を強くお願いしている状況でございます。このような要望があったこと

はお伝えしますが、限りある財源の一つというとらえ方をするとなかな

か難しいかもしれません。 

（会 長） その他にご意見、ご質問はありますでしょうか。 

（委 員） 視聴覚教育について、ライブラリー保有教材の貸出し状況といつ頃購

入されたものなのか、教えていただけたらと思います。 

（事務局） 社会教育センター開館前の昭和６２年以前までの備品であります。視

聴覚資機材の貸し出しは、図書室が主体的におこなっています。これに

ついては、どこの市町村も同じであります。また、視聴覚ライブラリー

について、他市町では廃止したところもあるようであります。豊山町で

は廃止はしておりませんが、約３０年前の資機材を引き続き使用してい

る状況であります。将来的には見直さなければならないと思います。 

（委 員） それの関連で動画の編集とありますが、具体的にはどのようなことで

しょうか。 

（事務局） 愛知駅伝と成人式の記録映像を編集しています。 

（委 員） 編集された映像はどこかに渡すのでしょうか。 

（事務局） それぞれの関係者にお渡ししております。 

（会 長） その他にご意見、ご質問はありますでしょうか。 

（委 員） ふれあいひろばについて、親子で参加できるとか子どもの居場所づく

りという趣旨で事業がおこなわれていると理解していますが、大人だけ

で参加したいという希望があったと聞いております。そのようなことに

関して、どのようなお考えか教えて下さい。 

（事務局） ふれあいひろばの考え方でありますが、土曜日の子どもの居場所づく

りが前提になっております。子どもが主であります。また、保護者とし

て参加する大人は父、母、祖父母以外にも近所の方が父母に代って子ど

もと参加することは認めています。しかし、大人のみの参加は認めてお

りません。 

（会 長） その他にご意見、ご質問はありますでしょうか。 

（委 員） 広報とよやまの最後のほうにスポーツ関係の大会の告知や結果が掲載

されています。しかし、広報に載らない場合があります。どうしてでし

ょうか。 

（事務局） 広報については、体育協会・文化協会加盟などの団体から広報の掲載

依頼をいただきまして、それによって広報に掲載しております。その依

頼自体がない場合は、大会をすべて把握しているわけではありませんの

で、載らない場合があるということであります。 
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（会 長） ほかに、ご意見やご質問はありますか。ないようですので、全員の拍

手により、議題（１）について、ご承認いただきたいと思います。 

      （一同拍手） 

（会 長） ありがとうございました。それでは、議題（１）につきましては、拍

手多数をもって承認されました。次に、議題（２）「平成２９年度社会

教育事業の目標設定の考え方について」、事務局より説明をお願いしま

す。 

（事務局） ～平成２９年度社会教育事業の目標設定の考え方について～  

 資料ＮＯ.２により説明 

（会 長） ありがとうございました。この議題に関して、皆様のご意見やご質問

をいただきます。 

      （な  し） 

（会 長） ないようですので、全員の拍手により、議題（２）について、ご承認

いただきたいと思います。 

（一同拍手） 

（会 長） ありがとうございます。それでは、拍手多数をもって認められました

ので、（３）その他について、事務局からなにかありますか 

（事務局）  ～動員関係の説明～ 

（会 長） なにかご意見、ご質問はありますでしょうか。 

（委 員） 愛知・地域づくり推進大会の動員について、組織として社会教育委員

全体で動きたいということでよろしいか。 

（事務局） 愛知県社会教育委員連絡協議会主催の大会でございますので、社会教

育委員の皆様のご都合が合えば、ご参加いただきたいと考えております。 

（会 長） その他にご意見、ご質問はありますでしょうか。 

（委 員） 一般社団法人全国社会教育委員連合の寄附の件ですが、組織としては

どのようなお考えでしょうか。 

（事務局） 委員の個々人の判断でお願いします。事務局としては、委員の皆様に

おまかせという考えであります。こちらとしては、要望があったのでお

配りさせていただきました。 

（会 長） その他にご意見、ご質問はありますでしょうか。 

（委 員） 子ども会について、発言させていただきます。来年度、豊山町子ども

会連絡協議会は東尾張地区１１市町のリーダー研修会を主管します。ご

協力をお願いしたいと思います。 

（会 長） その他によろしいでしょうか。ないようですので、これをもちまして、

終了させていただきたいと思います。皆様のご協力ありがとうございま

した。 

（司 会） 会長、取り回しありがとうございました。また、委員の皆様も長時間

にわたりまして、ご苦労様でした。これをもちまして、平成２８年度第

２回豊山町社会教育審議会を閉会させていただきます。ありがとうござ

いました。 
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上記のとおり平成２８年度第２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２９年１月５日 
   会 長  井 上 郁 子    
   署名人  橋 本 節 子    


