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令和４年度 第１回 社会教育委員会議 議事要旨

会議の名称 令和４年度 第１回 社会教育委員会議

開 催 日 時 令和４年５月２１日 １０時００分から１２時４０分まで

開 催 場 所 広陵町立図書館 視聴覚室

出席委員の 岡田誠治 議長、安藤和世 副議長、河村円 委員、
氏名及び人数 阪口充弘 委員、田畠美知香 委員、 野雅也 委員 計６人

教育長 植村佳央、教育振興部長 村井篤史
出席職員の職、 生涯学習文化財課：課長 尾崎充康、係長 寺田章、参与 吉村昌代
氏名及び人数 スポーツ振興課：課長補佐 池島清隆 図書館：館長 尾藤肇子

計７人

公開･非公開の別 公開 傍 聴 者 ０人

議題

１ 開会
２ 教育長あいさつ
３ 社会教育委員会議議長あいさつ
４ 議題
(1) 社会教育委員の年間行事について
(2) 令和４年度広陵町生涯学習事業計画について
(3) 広陵町の公民館建替及び文化芸術の振興のあり方に関する答申について
(4) 広陵町の文化芸術推進基本計画（仮称）について

５ その他

会議の記録（要旨）

発言者 発言要旨

１ 開会

事務局 ・開会
・配付資料確認
・事務局紹介

２ 教育長あいさつ

教育長 ・参会謝辞
新型コロナウイルス感染は下げ止まり傾向にある。
町としては、ウィズコロナで行事を開催、止めないような形で行

事を行うこととしている。社会に自粛や中止で「できない」ことの
疲弊感がある。
教育委員会においても事業再開を行っていく。
教育大綱を改定するとともに、教育振興基本計画を策定した。
教育理念に「輝く未来のために、ともに学び、つながり合う、い
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い人づくり」を掲げている。
就学前教育を含み、０歳から１５歳まで町が関わっていく。
社会教育、家庭教育、青少年教育、学校教育も包括するのが生涯

学習である。
社会教育委員には、これまでに生涯学習推進計画、文化祭、PTA指

導者研修会、美浜町海体験、人権セミナーに参加していただいた。
岡田議長、阪口委員をはじめ全委員で町制６０周年の年に、「広

陵町の祭り」等を編纂いただいた。
自然科学的な内容や、昆虫採集もできればとも思う。
奈良市で親子自然観察教室ということで、奈良市中央公民館事業

で話をした。
昆虫採集等の講座で、親子２０～３０組が参加し、そこで親子の

つながりも含めてできないかとも考えるところである。
本日の議事について、意見等をよろしくお願いしたい。

２ 社会教育委員会議議長あいさつ

議長 第１回目の社会教育委員会議、
委員の任期は２年、１年目は新型コロナウイルス感染症の影響で

ほとんど活動できなかった。
２年目のなるべく早い時期の会議開催を求めていたところ、早い

時期に会議を開いていただいた。
社会教育について、しっかりした計画に基づき推進したい。
昨年は、会議は開催されなかったが、町ではいろんな計画が立て

られて進んでいる。その中では、社会教育、生涯学習も言及されて
いる。また、自治基本条例も生涯学習のまちづくりとしている。
広陵町の文化芸術推進基本計画にも将来のビジョンが示されてい

る。教育振興基本計画には、目標値、時期、誰がなどの具体的な目
標値が示されている。目標達成のための計画がないと、目標達成で
きない。
令和４年度広陵町生涯学習事業計画について審議いただいて、詰

めていきたい 。
会議後には、３年程前に神戸であった社会教育研究大会の全国大

会で行った広陵町の発表を見ていただき、議長としての思いを伝え
意思統一したい。
生涯学習、講座についても増やす方向性とあり、どういう項目を

増やし、どうするのか突っ込んだ議論をして整理したい。そういっ
た論議の時間を多く取りたいと考えている。

４ 議事

(1) 社会教育委員の年間行事について

事務局 資料１ 令和４年度社会教育委員年間活動・行事
当日配付資料２ 令和４年度広陵町文化祭日程検討資料
に基づき事業等の概要について説明

議長 事務局説明に対し、意見、質疑をお願いします。

委員 文化祭の展示スペースとして、屋内のスペースの説明があったが、
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以前には屋外にもブースが設けられていたと思うが、どのようにお
考えか。

事務局 屋外ブースは、参加体験型のブースであった。
参加体験型ブースについては、新型コロナウイルス感染対策の博物
館協会のガイドラインでは、飲食スペースとの明確な区分も必要と
されており、屋内の野点はできないと考えている。また、ワークシ
ョップ等での道具の共有については、道具を使用のつど消毒すると
いうことも考えられるが、飲食も含めて難しいと考えている。

委員 美浜の交流事業は開催の方向性か。

事務局 美浜交流事業については、海の文化、SDGsの観点から意義があると
して計画していた。美浜町の児童との交流が感染対策の面で厳しい
こと、美浜町でのイベントが福井県内の参加者に限定していること
から、交流できないことが先般明らかになった。
また、宿泊を伴うという点では、広陵町内小中学校の修学旅行の行
き先が近畿圏内に変更となっていることや、日帰りで行くにも体験
の時間が制限される等のこともあり、事務局で詰めさせていただき
たい。

議長 今回、年間行事計画が示された。
会議は年３回、７月は世代間交流事業について、３月は最後の総

括と考える。１１月２３日は、主催事業としてパークゴルフ大会を
計画している。これは、社会教育委員会議の主催事業としているこ
とから、是非とも参加協力いただきたい。
多くの研究大会があるので、それにも参加いただきたい。
５月９日の総会があり、事務局担当者と参加した。
近畿の日にちが決まっていた。
近畿は、奈良県で開催、同時に奈良県の研究大会も開かれるの

で、できれば全員で行きたい。
奈良県社会教育学校の開催頻度はどのようなものか。これも皆さ

んに参加していただきたい。
日にちが分かっておれば案内いただきたい。

事務局 奈良県の大会日程について持ち合わせておらず、日程の案内に加
え、参加案内について事務局から適宜案内させていただきたい。

議長 奈良県社会教育学校も田原本町をはじめ、いろいろな会場で開か
れる。案内が来たら参加いただきたい。広陵町の人権セミナーも３
回あり、これはかぐや姫ホールですね。

事務局 会場はかぐや姫ホールを予定。昨年は新型コロナウイルス感染症
の影響で１回のみの開催。１２月に家庭教育学級と併せて「アンガ
ーマネジメント講座」を開催。感染状況を見極めながら開催を行う
方向性であり、状況によってはオンラインを活用するなど、新しい
ツールの活用も検討したい。

議長 ＰＴＡ指導者研修会は１回だけであったか。
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事務局 １回と考えている。
通常であれば、かぐや姫ホールを会場として、公民館に保育スペ

ースを設けていたが、子どもが一箇所に集まり感染リスクもあるこ
とから、時間や場所の制限を受けないオンラインを使いながら、会
場とオンラインの併用での開催について検討しており、デジタル推
進課と協議を行っている。決まり次第、案内を差し上げたい。

議長 社会教育委員がこういった研修会等に参加し、町の計画に反映し
ていく研修会であり、できるだけ多くの委員に参加いただきたい。
そこでインプットした情報をアウトプットしていきたい。
また、文化祭は３日間、社会教育委員が協力している。
入口の受付で半日ずつ２回程度当番と考えている。
それから全人協の参加はどのような感じになるのか。

事務局 １１月２６日と２７日に開催され、教育分野、学校教育、生涯学
習関係にも広く参加が呼びかけられており、委員の皆さんにもご出
席いただく予定。
参加方法等について決まり次第案内させていただく。

議長 次に集まる機会に日程等を示していただきたい。
なるべく早めに日程を伝えていただければと考える。

委員 先ほど、研修会等への参加の呼びかけがあったが、昨年、案内い
ただいてオンライン研修に参加し、こういった参加の方法があるこ
とを体験した。ありがたいと思った。仕事の面で参加しにくいもの
もあるので、できればオンラインというものを使った研修というも
のも考えていただければと思う。

事務局 オンラインの良さというものもあり、そういったものを使いなが
ら、時間的制約のある方にも参加いただけるよう進めたい。また、
実際に集まって行うワークショップ等についても、感染対策を行い
ながら行いたい。また、やりっ放しではいけないので、効果検証を
行いながら進めたい。

副議長 今、オンラインという話をしていただいた。私も平日仕事をして
おり、昨年度のオンラインの研修はありがたかったが、視聴期間を
ある程度設けていただき、時間的制約をなくすため、YouTubeで公開
すること等も検討していただければありがたい。

事務局 ＰＴＡ指導者研修会では、双方向型というのはハードルが高いの
で、同時に公開しながら、さかのぼって見ていただけるよう、YouTu
beのID、Passwordを求める限定公開で一定の期間、ご覧いただける
ようにしたいと考えている。また、双方向型のものも録画してお
き、後からご覧いただけるようにしたい。

議長 １番目の議題はこの辺にして、２番目の議題、令和４年度広陵町
生涯学習事業計画について、事務局から説明いただく。
事前に資料を送っていただき、事前に資料に目を通すことができ

るので良い制度だと思う。すでに読んでいただいているので、要点
だけ説明を。
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(2) 令和４年度 広陵町生涯学習事業計画について

事務局 資料２ 令和４年度 広陵町生涯学習事業計画に基づき、生涯学
習文化財課、スポーツ振興課及び図書館に係る事業計画についてそ
れぞれの課から説明があった。

議長 事業計画書としてただ今提案があった。社会教育委員の役割とい
うことは、大きな一つとして、生涯学習計画書を作るということ
が、社会教育委員の大きな仕事である。このようにこの一年、生涯
学習を進めていくという提案があった。
二つ目は、検討して欲しいということがあったら、受けて検討し

て結果を報告するもの。
三つ目、自ら研修して研究を深め、自ら役割を行っていくこと。
これらの中で一番大きなものが、生涯学習計画である。
昨年とほぼ同じスタイルで作っていただいている。
その前とは大きく違った報告書になっており、シートという形で

提案がなされている。ご意見をいただいて反映していきたい。
その後、計画を作るに至った要因というものがあり、自治基本条

例があったり、広陵町の文化芸術推進基本計画があったり、教育大
綱があったり、上位計画がある。大学の先生を入れたり、町の有識
者を入れたりその計画のどこに位置づけられているのか、その辺を
知りたい。上位計画の説明も必要な部分を行っていただこうと思っ
ている。その説明を聞いてから論議をしようと思う。

事務局 事前に送付した参考資料
・広陵町自治基本条例逐条解説書（抄）
・第５次広陵町総合計画（抄）
・広陵町教育大綱
・広陵町教育振興基本計画
に基づき、それぞれの関係性及び取り上げられている生涯学習の

概念等について概要説明

議長 こういった上位計画を踏まえてこの生涯学習の計画ができている
ということで、皆さんのご意見をいただきたい。

委員 大きな話が出た後であるが、先の方にあった子ども会のこと。
子ども会が減ってきているということ。私自身も最近心配してい

るところで、地域を見てみると、子ども会だけではなくて、婦人会
も老人会も、自警団、青年団も全部弱っている感じになっている。
自治基本条例等を見たが、祭りなどが伝統行事が地域社会の活性

化を実現すると謳われているが、今、コロナの影響で行われなくな
って、一旦止まってしまうと、再開するときに各種団体の力が弱っ
ていると、かなり難しいということが起こっていると考える。各種
団体は自治会それぞれで行われているので、それぞれのこととして
捉えられていると思うが、町としてそれぞれの団体の目的の再定義
が必要なのではないか。自治会に任せることにすると、子ども会な
らば役をするのが大変であるとか、辞めようかとかということにな
る。町はそれぞれの団体に意味があってお願いしますという方針は
ないのか、そういったことが感じられない。
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事務局 生涯学習の領域を超えて、町全体の各種団体の話になってきてい
るが、町として、それぞれの団体が抱えている問題は認識している｡
区・自治会が４１町内にあり、どこも担い手の問題を抱えている｡
それは、区・自治会だけではなく、子ども会をはじめ各種団体も

あり、高齢化も進んでいるのが現状。特にコロナでさまざまな行事
が止まっていることもあり、ノウハウの伝承が途切れてしまってい
る状況もある。町としては、一つひとつの区・自治会が点で取り組
むのではなく、コミュニティの一単位として、小学校単位で区・自
治会をはじめ各種団体が連携して、面的に効率的に取り組む仕掛け
として、まちづくり協議会を自治基本条例の中で位置づけをし、ま
ちづくり協議会のフレームワーク作りを進めている。
真美ヶ丘第一小学校区で、学校ボランティアを発端に、真美一連

絡会が組織され、学校、ＰＴＡ各種団体に横串をさして、じっくり
議論する「熟議」が行われ、真美ヶ丘第一小学校区で「真美一まち
づくり協議会」が結成された。
それぞれの組織の役割分担であったり、担い手や地域の活性化に

つながることとして、町としてサポートさせていただく。

議長 社会教育委員会議の所管する諸団体がどれだけあるのか、参考資
料にまとめていただいた。阪口委員の発言にもあったが、何かでき
れば良いなと思う。すぐに答弁は求めないが、そういったことも考
えながら行政を進めていただきたい。
社会教育、学校教育を含め全ての事が教育であるので、幅広い。
それを担当するわけであるので、社会教育委員自身も問題意識を持
ちながらというふうに思う。

副議長 計画書を見させていただき、基本的に教育委員会で作られたもの
と思うが、町の事業は教育委員会のみで行っているわけではなく、
福祉の分野との連携も行われているものと考える。どのような連携
が行われているのか見えてこない。そういった点が見えてくるよう
になれば､てこ入れをするべきであるなど、社会教育委員として意見
が言いやすくなるのではないかと考える。
資料に団体を掲載されているが、NPO法人も多く立ち上がっている

ので、取り上げてもらえると、いろんな可能性や活動の幅として考
えられるのではないか。

事務局 縦割り行政の悪いところで、難しい面もあるかも知れないが、部
局横断型で連携した事業として、成人式における企画部門による第
５次総合計画における若者意見の聴取として、ポスターセッション
の実施、福祉部門ではがん予防推進委員による啓発等も実施したと
ころでもある。
また、各種団体、ボランティアであれば、町の社会福祉協議会、

ＮＰＯ法人の認可は県が行っており、情報を集めるとともに、事業
展開において考えてまいりたい。

議長 いただいたご意見は、きっちり施策に反映して欲しいと思う。
皆さんは貴重な時間を割いて会議に出席していただいてることで

もあり、きっちりと反映していただきたい。
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委員 資料を見ると、生涯学習団体だけでもかなりの数がある。
以前から言われていた公民館が、趣味のサークルが多くあるとい

うのがあって、私自身もある団体で学びあいをしているが、若いお
父さんやお母さんは、学び直しというものを凄く要求されていて、
オンラインであるが自己啓発が当たり前になって、高いお金を払っ
てされている。生涯学習関係団体であるとか、広陵町には畿央大学
もあるので、大人の学び直しのような講座を一連でできないものか
と思っている。生涯学習という意味で、大人が学べる趣味ではない
知識の方で何か充実できる物があったら、コミュニティのようなも
のもできて来るのではないか。
自治会等に出てみると、仕事ばかりという、仕事をさせられる団

体、役をさせられる団体というので皆が敬遠してしまっている。
学びから入るとコミュニケーションがとれ、新たな人のつながり

ができてくるのではないかと考える。

事務局 学び直し、リカレント教育については、生涯学習のまちづくりと
して、各種計画に謳われているところで、事務局としても課題とし
て捉えており、今年度からそういった学びをスタートさせていただ
く予定となっている。
町内には畿央大学があり、包括連携協定を締結しており、さまざ

まな委員会にもお越しいただき、つながりがある。また、県内の大
学とも協定を結んでいるところでは、パイプを生かし、学び直しの
機会作りに取り組んでまいりたい。趣味教養の面も大切であるが、
社会課題解決型の学びを求められているところであり、そういった
面でもしっかりと進めてまいりたいと考えている。

委員 日程の話に戻るが、１１月は文化祭、パークゴルフ大会の３日後
には全同教大会とあり、スケジュールを見直すのはどうか。

事務局 事務局としても懸念しているところで、委員の皆さんのご負担を
考えると厳しいものになっている。皆さんのご意見をいただきた
い。動かすとなれば伝統を変えることにはなるがパークゴルフ大会
であると考える。パークゴルフとなると道具の共用の面も懸念され
るところでもある。少人数のチームでの交流にとどまる事も考えら
れる。

副議長 議長とも話をしていたが、１１月はこれらに加えて体育祭や防災
に絡む自治会行事も多くある時期、日程の検討が必要である。
そもそも、パークゴルフ大会が２０年ということであるが、どう

してパークゴルフ大会を世代間交流と位置づけられたのか。
これでないといけないのか。日程を変えるならば、図書館でのイ

ベントに合わせて何かをするかなど、事業の内容を見直してはどう
か。

事務局 さまざなま年齢によるチーム構成によって交流が生まれるものと
考えている。
パークゴルフ場ができるまでは、グラウンドゴルフ大会として開

催していた。

議長 世代間交流をどうするのか。私の思いとしては、広陵町の社会教
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育委員会議は、世代間での交流がだんだんと少なくなってきている
状況に、町の事業ではなく、社会教育委員として行う事業として、
親世代、子世代、孫世代が一緒にできるイベントがあれば良いとし
て２０年間ほど続けてこられた。
伝統や継続性がある事業なので、続けて行きたいと考えている。

日については、ずっと勤労感謝の日であったが、私は日については
こだわらない。必要な良い時期にできればと考える。
その点をふまえて、７月の主な議題として論議したい。１０月か

１２月に日程が移行するものと考える。
準備も間に合うと考えるので、７月の議題としませんか。
継続するのか、新たな物にするのか論議しませんか。

事務局 過去の実績や他の事業案も事務局で下調べを行い、提示させてい
ただきご議論をお願いしたい。
７月に組み立てを行い、１０月実施となると広報記事締切日の兼

ね合いもあり難しい状況になる可能性があるので、それを含め調べ
させていただきたい。後ろに行く分には差し支えないが、寒くなる
という面もある。

議長 三世代がそろってやることが、コロナで難しいということであれ
ば別であるが、時間を置きませんか。皆さんの意見もまとめていた
だいて、そういう論議をしたいと考えている。
単なる町からの説明だけではなく、論議をしていくものがあれば

良いなと思う。

(3) 広陵町の公民館建替及び文化芸術の振興のあり方に関する答申について
(4) 広陵町の文化芸術推進基本計画（仮称）について

議長 先に(3)の説明をしてもらったので、(4)の説明をお願いしたい。

事務局 資料４ 広陵町の文化芸術推進基本計画（仮称 ）概要に基づき、
パブリックコメントの結果を反映しとりまとめ、令和４年第２回広
陵町議会定例会に提案する旨を説明

議長 皆さんから意見をいただいた。それをもとに事業計画としたい。
以上、本日の議事となります。
事務局、連絡事項

事務局 令和４年度社会教育実践講座受講に係る案内

議長 第６１回全国社会教育研究大会 兵庫大会（令和元年度）におい
て、広陵町の実践報告の動画を見ていただきたい。

委員・事務局で発表動画を視聴した後、散会


