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令和２年度第１回豊山町社会教育審議会 議事録 

 

１ 開催日時 

令和２年８月３１日（月） 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 １０名  

学識経験者 堀田 裕子 （会長） 

学校教育関係者 千田 秀樹  

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 伊藤 章代  

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）郷土資料室の再生事業について 

 （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 

 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 

 （２）令和２年度社会教育委員研修会について 

 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 

５ 会議資料 

  令和２年度第１回豊山町社会教育審議会（全１６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１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、次第１の「委嘱状の交付」に移ります。 

机の上に「委嘱状」を置かせていただきましたので、ご確

認いただくことで委嘱に代えさせていただきますのでよろ

しくお願いします。また、本来であれば４月にお渡しするも

のでございますが、最初の審議会でお渡しいただくことをご

了承いただきますようお願いします。 

なお、任期につきましては、令和２年４月１日から令和４

年３月３１日までとなっていますのでよろしくお願いしま

す。 

事務局長 つづきまして、北川教育長よりご挨拶申し上げます。 

教育長 本日は、大変お忙しい中、お集まりいただきありがとうご

ざいます。 

ただいま、本年度から豊山町の社会教育委員としてお世話

になる皆様に委嘱状を交付させていただきました。２年間よ

ろしくお願いいたします。 

さて、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、昨年度末

より生涯学習課に関する多くの事業を中止にし、また、社会

教育センターを始めとした施設の閉鎖も行うなど、町民の皆

様には大変ご不自由をおかけしました。 

６月以降、放課後子ども教室や一部講座などを再開し、ま

た社会教育センターも一部制限がありますが利用できるよ

うになりました。 

しかし、毎日のように新規感染者が増加している状況の中

で、今後もしっかりと感染防止対策を行い、今年度の前半に

できなかった事業も含め、後半の事業を整理しています。ま

だまだ様々な課題はあると認識していますが、充実した事業

展開できるように努めてまいりたいと考えております。 

さて、ピンチはチャンスという言葉がありますが、生涯学
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習課では、このような状況だからこそ次の仕込みや新たな試

みをしようと考えている所です。そのひとつ目が、「総合型

地域スポーツクラブ設置に向けた調査研究」です。総合型地

域スポーツクラブは過去に設立に向けた動きがありました

が、体育協会をはじめとしたスポーツ組織やコミュニティが

すでに成熟していることもあり断念した経緯があります。し

かし将来指導者の確保や事業の継続の為にも豊山町の生涯

スポーツの中心に総合型地域スポーツクラブが必要になっ

てくるとの考えのもと、再度、設置に向け調査研究を行なっ

ているところでございます。 

次に「郷土資料室の再生事業」です。町制５０周年に向け

た町史編さん事業で様々な資料整理を行っておりますが、そ

の資料の一つに郷土資料があります。社会教育センター２階

にある郷土資料室は、町を支えてきた農業、養蚕、竹細工な

ど郷土ゆかりの品を展示していますが、オープン以来３０年

以上が経っており、もう一度見直し、再生しようと取り組ん

でいます。展示内容のマンネリ化や室内も所々傷んだりして

いますので、将来のリニューアルに向け資料の調査研究を行

ってまいります。また、現在、「戦争と平和展」の企画展を

開催しておりますが、このような企画展も年３回行うなど、

郷土資料室の再生に向けしっかりと取り組んでまいります。 

他にも、本日の議題にはありませんが、「豊山町史編さん

事業」や「豊山町オーケストラ設立に向けた調査研究」も行

っているところでございます。 

本日の会議では、委員の皆様それぞれのお立場から忌憚の

ないご意見を頂いて、今後の事業に生かしてまいりたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。 

事務局長 つづきまして、次第３の「会長及び副会長の選出」を行い

ます。豊山町社会教育審議会規則（第３条第２項）の規定に

より、委員の互選となっております。どなたかご推薦があれ

ば、お願いいたします。いかがでしょうか。 

委員 会長には堀田裕子委員、副会長には鈴木育生委員が適任だ

と思います。 

事務局長 ただ今、会長には堀田裕子委員、副会長には鈴木育生委員

が推薦されましたが、いかがでしょうか。 

よろしければ、拍手でご承認ください。 

ありがとうございました。会長には堀田裕子委員、副会長

には鈴木育生委員ということでご承認いただきました。 

それでは、堀田委員、会長席へ移動をお願いします。 
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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１０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、坪井

夫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４「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」、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。 

会長 新たに建物を建設する訳ではなく、組織を改編するという

ことでしょうか。 

事務局（係長） 既に豊山町のスポーツ活動が成熟しておりますので、まず

は生涯学習課で行っている生涯学習講座とふれあいひろば

を基に総合型地域スポーツクラブを作ります。さらにどなた

でも気軽に参加できるようなスポーツプログラムを追加し

て作っていきたいと考えています。 

会長 総合型地域スポーツクラブになったとしても、今現在の生

涯学習講座やふれあいひろばの括りは継続していくという

ことですね。 

教育長 町にある様々な事業や団体を体系的に整理していく、特に

生涯学習講座やふれあいひろばを総合型地域スポーツクラ

ブとしてまとめて、体育協会やスポーツ少年団と連携するこ

とで指導者や後継者の発掘に繋がるのではないかと考えま

す。今の講座ではスポーツをその時にやるだけで終わってい

ますが、スポーツクラブとして継続していければと思いま

す。 

委員 平成１５年にふれあいひろばを総合型地域スポーツクラ
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ブとして設立できないか議論しましたが、総合型地域スポー

ツクラブは自主運営が基本となるため、ボランティアで指導

をしているのに会費を取って実施することに対し反対の意

見が多くありました。今回の年間運営費の確保についてはど

のように考えていますか。 

事務局（係長） 現在生涯学習講座と同じく受講料を徴収する他、県の補助

金や助成金を活用します。その他は町の財源によるもので

す。 

委員 会費制にするかは決まっていませんか。 

事務局（係長） 生涯学習講座については受講料を徴収していますが、ふれ

あいひろばについては指導者はボランティアとなりますの

で、無料で行います。今後指導者の確保が難しくなったり、

有償となったりした場合には、会費を取ることも考えていま

す。 

委員 実際に総合型地域スポーツクラブが設立されていないこ

とに対して不満の声はあるのですか。 

教育長 今不満があるとか、いう話ではありません。元々の発端は、

地域の自主的な活動が都市化現象により成立しなくなった

ことにより、子ども達を地域で育てる仕組みとして国から世

代を超えてスポーツを楽しめる総合型地域スポーツクラブ

を作る提案がありました。当時多くの市町村が総合型地域ス

ポーツクラブを設立しましたが、豊山町は既に体育協会やス

ポーツ少年団の活動が活発で設立する必要性がなかった。し

かし５４市町村のうち豊山町と南知多町のみ未育成自治体

となり、豊山町において指導者の高齢化や自治会の加入率の

減少など地域の課題があるのも事実です。そこで、この機会

に総合型地域スポーツクラブを調査研究し、持続可能な新し

い仕組みを作れないかと考えています。決して強制させるも

のではなく、豊山町で活用することで、より地域の活性化と

なる仕組みができればと思っています。 

委員 豊山町と南知多町は十分生涯スポーツが熟成しており、立

ち上げる必要性がなかったが、総合型地域スポーツクラブが

できて成功した他市町村に習い、豊山町でも実践を試みると

いうことですね。 

教育長 そうです。また、豊山町は助け合いの精神が強く、成り立

っていたのではないかと思います。しかしその精神に頼り続

けるわけにもいきませんので、今回の取組を調査していきま

す。 
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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」、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 郷土資料室の変化については、新聞等に掲載されているの

を見て、伝わってきます。郷土資料室は社会教育センターの

２階にありますが、そこに行きたくなるような仕組みが必要

だと思います。今だと１階に看板が設置されているのでしょ

うか。また、今のエレベーターだと車いす１台に大人が２人

程しか入れないので、導線確保のためにも今後改装時に考慮

してもらえればと思います。 

事務局（主事） 現在階段の下にポスターと案内看板を設置し、誘導できる

ようにしています。 

事務局長 エレベーターにつきましては、たくさんのご要望をいただ

いております。しかし例えば大きさを変えるとなると、非常

に大規模な改修も必要になりますので、現実的には難しい問

題です。今すぐ改修して変えていく予定はありませんが、確

実に運転できるよう毎年点検を行い、安全にご利用いただけ

る状態は確保しておりますので、ご理解いただければと思い

ます。 

委員 この資料にある課題の通りだと思います。お年寄りが見る

と懐かしいかもしれませんが、若者が見ても響きません。文

化財研究会が虫干しを手伝っていたようですが、なかなかあ

そこを掃除しようという人はいないと思います。企画展を開

催しているのは非常に良いことです。今後も人が来るような

工夫をしていかないといけないと思います。 

教育長 コンセプトがわからない、たくさんの資料が十分に整理・

活用できていないのは事実です。今年は専門業者による委託

調査を行っており、内装をどう変えるか、どのような展示が

可能かなど今年度中に調査報告が出来上がります。できれば

令和４年度の町制５０周年には新しくなった郷土資料室を

お見せしたいと思っております。合わせて町史編さん事業も

行っておりますので、皆様から集まった資料を長く活用して
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いきたいと思います。また、子ども達も授業で使っています

ので、もう少し体系的に並べて郷土の歴史を伝えていけるよ

うにしたいと考えています。 

文化財研究会につきましては昨年度解散いたしましたが、

現在「文化財友の会」というボランティアグループを作り、

興味のある方が活動できる取組も始めたところです。 

会長 文化財研究会の話が出ましたが、豊山町に文化財保護審議

会があったと思います。そちらの審議会ではどのような議論

をされているのですか。 

教育長 文化財審議会は文化財保護法に基づく審議会です。そこで

の審議内容は文化財の指定に関すること、また文化財の保

護・普及に関することです。文化財研究会とは審議会とは別

で任意の団体です。長年素晴らしい活動をされてきました

が、高齢化などの問題により昨年度解散となりました。 

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、「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」、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、この議題に関し

て、ご意見、ご質問はありませんか。 

委員 （意見なし） 

会長 議題（３）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（３）は承認されました。 

会長 つづきまして、次第５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」、事務局より説明

を願います。 

事務局（係長） 会議資料（Ｐ７～８）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。 

会長 つづきまして、次第５の「報告（２）令和２年度社会教育

委員研修会について」、事務局より説明を願います。 

事務局（主事） 会議資料（Ｐ９）に基づき説明 
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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  １０月の愛知大会について、２日間ありますが泊りで行く

ものですか。 

事務局（主事）  こちらは泊りではなく、日帰りになります。 

会長 つづきまして、次第６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（Ｐ１１～１２）に基づき説明 

会長 委員の皆様からは何かございませんか。 

 ないようでしたら、議題につきましては、これをもちまし

て終了いたします。 

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１回豊山町社会教育審議会を終了さ

せていただきます。 

 

 


