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令和３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３年１０月５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 ９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 安藤 定雄  

社会教育関係者 鈴木 二郎  

社会教育関係者 長谷川 幹子  

家庭教育関係者 鈴木 育生 （副会長） 

家庭教育関係者 伊藤 章代  

家庭教育関係者 永末 猛  

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課長 栗山 直樹  

生涯学習課生涯学習係主事 高木 杏菜  

生涯学習課生涯学習係主事 木村 光希  

 

４ 議題等 

議題 

（１）生涯学習推進審議会と社会教育審議会の統合について② 

（２）郷土資料室の再生事業について③ 

（３）令和４年度の総合型地域スポーツ・文化クラブの企画・運営について 

（４）社会教育センター所管施設の運用の見直しについて 

（５）令和４年度以降の成人式の名称について 

 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（令和３年度）  

   ② 

（２）令和３年度社会教育委員研修会について 

 その他 

 （１）生涯学習課の啓発活動について 
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５ 会議資料 

  令和３年度第１回豊山町社会教育審議会（全２０ページ） 

 

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３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。 

はじめに委員の交代についてご報告します。文化協会推薦の

社会教育関係者について１０月１日より安藤定雄委員に就任し

ていただきましたので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、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。 

本審議会につきましては、９月末まで愛知県に緊急事態宣言

が発出されていたことを受け、当初の日程を変更させていただ

きました。まだまだ油断のできない時期が続きますが、本日の

審議会につきましては、来年度以降の本町の生涯学習事業の重

要な議題をご審議していただくこととしておりますので、開催

にあたっての委員の皆様のご理解をいただきますようお願いい

たします。 

さて、今年度も、新型コロナウイルス感染拡大防止のため「町

民体育大会」「エアポートビューマラソン」など生涯学習課に関

する一部事業が中止となりましたが、その他生涯学習講座など

感染防止対策を行いながらできる限り開催したいと思っていま

す。明日の家庭教育講演会では、新型コロナウイルス感染症に

ついて、より理解していただこうということで、時期をずらし

て開催させていただきます。 

また、教育委員会ではこのような状況だからこそ、見直しや

新たな試みに取り組んでいくチャンスだと考えています。昨年

度より「総合型地域スポーツ・文化クラブの設立」と「郷土資

料室の再生事業」について、委員の皆様から多くの意見を頂き、

「総合型地域スポーツ・文化クラブ」につきましては、今年の

４月にスタートすることができ、「郷土資料室」につきましては、
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現在、令和４年３月のリニューアルに向け、事業を進めている

ところでございます。 

また、本日の会議では、昨年度からご審議いただいている「生

涯学習推進審議会と社会教育審議会の統合」を始め、「社会教育

センターの運用の見直し」など生涯学習課の多くの課題につい

てご提案させていただいております。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 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９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、鈴木育

生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）」、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 構成人数は変更する予定ですか。 

事務局（課長） 今後構成人数は検討していきますが、最大でも１５人以内に

したいとは考えています。 

委員 統合後の委員構成ですが、社会教育委員とそうでない方に分

けられていますが、分ける必要はなく全員社会教育委員でいい

のではないでしょうか。 

事務局（課長） 生涯学習審議会の委員は全員が社会教育委員で構成されてい

る自治体もあるので、全員を社会教育委員とする案も検討して

まいります。 

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。 
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（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③」、

事務局より説明を願います。 

事務局（主事） 会議資料（Ｐ３～６）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 今の郷土資料室とガラリと変わって、行ってみたいという気

持ちになります。映像展示は常に流れているのでしょうか。常

に流れていると音が聞こえて入ってみようという気になるので

はないかと思います。また、今まで収集した資料等はどのよう

な状態になっていますか。また、１階でもアピールをして２階

に誘導できるとより効果的かと思いました。 

事務局（主事） 映像を流す方法はまだ決まっていませんが、できれば映像は

繰り返し流れるような状態にしたいと考えます。収集してきた

資料については郷土資料室の隣にある倉庫や地下室の一部に収

蔵しており、常設されない資料については、今後は企画展など

を通して展示する機会を設けていきます。１階での工夫につき

ましては、目につくような案内板を設置することを検討してい

きます。 

事務局（課長） 今後１階のデジタルモニターについて映像が流れるようにリ

ニューアルしたいと考えていますので、郷土資料室の映像を流

すなど誘導できるよう工夫していきたいと思います。 

委員 小学校では今の郷土資料室に行く機会はありますか。 

委員 必ずではないですが、学習の中で必要に応じて見学に行くこ

とはあります。 

事務局（主事） 昨年度に新栄小学校、志水小学校が授業の一環で見学に来た

際は、「文化財友の会」のご協力で案内ガイドを行っていただき

ました。リニューアル後も機会があれば、授業にもぜひ活用し

ていただきたいです。 

委員 ぜひ豊山町らしさを表現できるよう工夫をしていただきた

い。 

委員 晴れ着姿について女性しかないので、ジェンダー意識の観点

から男性について紹介したほうがいいのではないかと。 

事務局（主事） この展示では架空の「とある家族」に焦点を当てていますの

で、ここでは「姉」の登場するシーンとして展示しています。

また豊山町に収集された資料をもとに展示していますので、男

性用の資料もあれば、展示したり、なくても紹介するようなパ

ネルを使うなど工夫はしていきたいと思います。 
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委員 テーマに昭和とありますが、幅広いのでだいたいいつ頃を想

定しているのでしょうか。 

事務局（主事） 昭和３０年代の豊山町を表現していますので、それがわかる

よう展示室には明記していきたいと思います。 

事務局（主事） 皆様にお聞きしたいことがあります。「ハレの日」「ケの日」

という表現は豊山町でもなじみのある表現なのでしょうか。 

委員 「ケの日」というのはあまり聞きません。なじみがない。 

委員 別の表現にするか、「ハレの日」「ケの日」という説明を書き

加えておく必要はあるかと思います。 

委員 郷土資料室リニューアルの際のオープンはどう考えています

か。 

事務局（課長） 来年は町制５０周年を迎えるので、特別企画展を開催するな

どしてリニューアルオープンに注目してもらえるよう、工夫を

していきたいと思います。 

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、「議題（３）令和４年度の総合型地域スポーツ・

文化クラブの企画・運営について」、事務局より説明を願います。 

事務局（主事） 会議資料（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、この議題に関して、

ご意見、ご質問はありませんか。 

委員 ユニバーサルスポーツ教室は障害者の方も参加できるとあり

ますが、チャレンジパラスポーツと同じようなものですか。 

事務局（主事） チャレンジパラスポーツは障害者の方が行うスポーツを体験

することを趣旨としておりますが、ユニバーサルスポーツでは

障害者の方も一緒に参加できるよう対象の幅を広げた内容とな

っております。 

委員 様々な障害がありますので、対象者の枠組みもどこまでなら

参加できるのかなど、伝わる書き方が必要だと思います。 

委員 「ふれあいひろば」の前は「土曜子ども広場」でしたが、子

どもだけでなく、親子でも参加できるということで「ふれあい

ひろば」になったという経緯があります。例えば「土曜キッズ

クラブ」になると基に戻ることになると思います。 

事務局（主事） 混合しないように経緯も踏まえながら今後検討してまいりま

す。 
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委員 総合型地域スポーツ・文化クラブとして、どんな活動をして

きましたか。 

事務局（課長） 今年度につきましては、スポーツ教室やふれあいひろばであ

り、昨年度からの変更はありません。今後は小学校の部活動の

受け皿となるためにも、各団体の力をお借りしながら、総合型

地域スポーツ・文化クラブの組織を作っていきたいと思います。 

会長 多くのご質問・ご意見ありがとうございました。 

議題（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、「議題（４）社会教育センター所管施設の運用

の見直しについて」、事務局より説明を願います。 

事務局（主事） 会議資料（Ｐ９～１０）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 利用者の拡大ですが、人数要件も町内在住在勤者が１人以上

というのは、豊山町と関係のない団体が使えるようになるので、

町内団体は使いにくくなるという心配があります。 

事務局（課長） 豊山町民でも他の団体に所属していることで、地元のグラン

ドを使えないという声もあり、今回利用者の拡大を検討しまし

た。 

委員 他の団体に所属しているのであれば、他の場所を使えばいい

と思いますが。それとも、予約時期をずらすなど、町民に優先

的な要素がないと納得はいかないです。 

委員 豊山町内の団体がしっかりと活動できるうえでの、利用者の

拡大であるべきかと思います。 

委員 学校開放についてですが、要件を広げると、町外の団体が大

会の予選などで使用される可能性があります。縁もゆかりもな

い大会が良しとされると、かなりの数の車やバスが来る可能性

があるので、そういうことも想定して変更しないと混乱を招く

恐れがあります。 
事務局（課長） 委員皆さんの意見を聞いて、整理し直したいと思います。予

約時期に差を設けるか、人数要件の豊山町在住在勤者を増やす

かどちらの方がよろしいでしょうか。 

委員 今までのように人数要件で在住・在勤者を１０人以上とすれ

ばいいかと思います。 

また、責任者は豊山町在住・在勤者が望ましいです。１人だ

け在籍している縁もゆかりもない町外のチームが試合を開催す



第２号様式（第３関係） 

7 

 

る可能性がありますので。 

競技によっては色々あると思いますが、何人以上豊山町の人

がいれば豊山町で活動している団体とわかるようにするべきか

と思います。 

事務局（課長） こちらの議題については、再度検討を行い、改めて見直し案

をご提案させていただきたいと思いますがよろしいでしょう

か。 

会長 それでは、議題（４）については、後日再提案ということで、

よろしくお願いいたします。 

会長 つづきまして、「議題（５）令和４年度以降の成人式の名称に

ついて」、事務局より説明を願います。 

事務局（主事） 会議資料（Ｐ１１）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 新成人の意見を聞くことはとてもいいと思います。 

会長 ご質問・ご意見ありがとうございました。 

議題（５）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（５）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）②」、事務

局より説明を願います。 

事務局（係長） 会議資料（Ｐ１２）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 （意見なし） 

会長 つづきまして、「報告（２）令和３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（係長） 会議資料（Ｐ１３）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。 

 （意見なし） 

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（Ｐ１４~１５）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。 
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委員 新型コロナウイルスの影響で様々な行事やイベントが中止と

なり、今後団体としてどうあり続け、活動していくのか検討し

なければならない状況です。またご相談等させていただきたい

と思いますのでよろしくお願いいたします。 

会長 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。 

 

 


