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公民館長

酒谷 敬三郎

図書館長

山角 清治

（事務局）

吉 原 孝

社会教育課参事兼課長補佐兼社会教育係長
杉本 利夫（司会者）
社会教育課主幹兼青少年係長 後檀 洋文
社会教育課指導主事

平野 光延

６ 議事案件
（１）社会教育委員会議から選出する委員について
（２）平成２９年度生涯学習主要事業について
（３）平成２９年度社会教育委員会議事業予定について
（４）平成２９年度社会教育団体等への補助金について
（５）その他
７ 会議の要旨
司会者

たいへん長らくお待たせいたしました。昼間のお仕事などでお疲れのところ、本日の社会
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教育委員会議にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。開会に先立ちまして、
今般、各団体の役員改選などによりまして、新しく社会教育委員として委嘱させていただく
委員の皆様に、吉原教育長より委嘱状の交付をさせていただきます。なお、新委員の委嘱に
つきましては、社会教育法の規定により、５月１２日に開催されました教育委員会議で、す
でに承認をいただいております。委嘱の期間につきましては、前任委員の残任期間というこ
とで、教育委員会で承認を得ました、平成２９年５月１２日から平成３０年３月３１日まで
となっております。それでは、お名前をお呼びいたしますので、前の方にお進みください。
柏原市ＰＴＡ協議会会長 富浦 信幸（とみうら のぶゆき）様・柏原市校園長会代表 蛇
草 真也（はぐさ しんや）様の以上２名の方でございます。
（教育長から委嘱状交付）
つづきまして、本日の委員の出欠について報告させていただきます。梅村委員、吉見委員
は、都合により遅れて出席いただく予定です。なお、会議の成立要件である過半数のご出席
をいただいておりますので、併せてご報告申し上げます。
それでは、只今より、平成２９年度第１回社会教育委員会議を開会させていただきます。
はじめに、吉原教育長よりご挨拶を申し上げます。
吉原教育長

みなさん、改めまして、こんばんは。平素から、本市の教育行政に多大なるご協力を賜り
誠にありがとうございます。そして、本日は、非常にお忙しい中、このようにお集まりいた
だきまして、本当にありがとうございます。新しい年度に入りまして、先日、冨宅新市長を
交えまして、総合教育会議、新しい法律で首長と教育委員会とで一昨年からスタートしてお
りますが、新市長のもとでの、第１回の総合教育会議が開催されました。その中での第１の
議題は、法律にありますとおり、教育の大綱を定めるということでありまして、既に、平成
２６年に教育振興基本計画を教育委員会が策定いたしましたものを、大綱という位置付けで
やっておりましたが、この度、前半の３か年が経過いたしまして、この間、一定進んで参っ
たところを踏まえて、更なる発展のために、残り３年間の後期計画を改定をいたしまして、
教育振興基本計画（改訂版）ということで、先の教育委員会議で決定いたしました。先日の
総合教育会議で承認を得て、大綱という位置付けになりました。その中にはですね、今、教
育委員会が抱かえております、
喫緊の課題であります、
子ども達の学力向上でありますとか、
それから、これは福祉のセクションと一緒になるんですけれども、幼稚園、保育所の連携、
そして、認定こども園化についての推進、或いは、学校の施設設備、要するに普通科教室の
空調でありますとか、トイレの洋式化でありますとか、そういったことをしっかりやってい
こうということであります。或いは、スポーツ施設ですね。これは、社会教育の領域に入り
ますけれども、恩智川流水地のスポーツ広場の建設とか、或いは、サンヒル柏原のプールが
リニューアルいたしますね。それと、テニスコートというふうなことで、それを推進してい
こうというふうには、なっております。併せて、これまでの振興計画にありましたように、
社会教育を進めていこうというそういうふうな状況でございます。本市も、他市、他の自治
体と同じように、少子高齢化は言われて久しゅうございます。加えて、本市では、人口減少
が、じわりじわりと押し寄せてきております。こういう中にありましては、社会教育のジャ
ンルだけ、学校教育のジャンルだけ、家庭教育のジャンルだけということではなしに、それ
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ぞれの分野がそれぞれの分野を補うような、補完するような形で、推進をしていく必要があ
るのではなかろうかと思っております。加えまして、昨今、非常に、本市の財政状況は、よ
ろしくないというふうに言われておりますので、そういった意味でも、それぞれの分野が、
それぞれの所を補完し合って、よりよい全体としての子どもの育み、大人の育み教育という
ものを進めていかなければならないと思っておりますので、本日は非常に限られた時間では
ございますが、
どうか皆様方の活発なご意見をいただけるということをお願いいたしまして、
私からの冒頭の挨拶とさせていただきます。本日は、どうぞよろしくお願いします。
司会者

ありがとうございました。続きまして、今回の改選で２名の委員の方が新しく委員となら
れましたので、委員の皆様全員に自己紹介をお願いしたいと思います。恐れ入りますが、北
井委員から時計回りにお願いいたします。

北井委員

柏原市体育協会のほうから今回出席させていただいております、北井です。よろしくお願
いします。

後藤委員

中学校校長会から来さしてもらってます、柏原中学校長の後藤です。よろしくお願いいた
します。

坂下委員

坂下と申します。よろしくお願いします。

相良委員

関西福祉科学大学の相良と申します。よろしくお願いいたします。

辻野委員

柏原市更生保護女性会の辻野と申します。よろしくお願いします。

富浦委員

今年度、ＰＴＡ協議会会長の富浦です。どうぞ、よろしくお願いします。

蛇草委員

また、仲間にいれていただくこととなりました、小学校校長会から参りました、蛇草と申
します。どうぞ、よろしくお願いします。

川本委員

親学習リーダー会から寄せていただいております、川本です。どうぞ、よろしくお願いし
ます。

森岡委員

長いだけで、議長をさしてもろてます、森岡と申します。どうぞ、よろしくお願いします。

司会者

ありがとうございました。続きまして、本日出席しております事務局職員の紹介をさせて
いただきます。
まず、先程ご挨拶をいたしました、吉原 教育長 です。
尾野 教育部長 です。
三浦 教育部教育監 です。
石垣 教育部次長兼社会教育課長 です。
一松 文化財課長 です。
北井 スポーツ推進課長 です。
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酒谷 公民館長 です。
山角 図書館長 です。
平野 社会教育課指導主事です。
後檀 社会教育課主幹兼青少年係長です。
最後になりましたが私は、社会教育課参事兼課長補佐兼社会教育係長の杉本です。委員の
皆さまには大変お世話になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
ここで、吉原教育長は退席されます。どうぞ、ご了承ください。
議事に入ります前に、本日の資料をお手元に配布させていただいておりますので、ご確認
をお願いします。まず、１枚ものの「次第」とホッチキス留めの「平成２９年度第１回社会
教育委員会議資料」です。それと、別冊資料といたしまして平成２９年度生涯学習主要事業
計画です。それと、「体協だより」のほうです。以上、よろしいでしょうか。
次に、本日の会議の会議録署名委員をお願いしたいと思います。僭越ではございますが、
こちらから２名の委員さんに指名させていただきますので、ご了承くださいますようお願い
いたします。それでは、相良委員と辻野委員にお願いしたいと思います。
なお、本会議の議長・副議長につきましては、昨年度に決定いただいておりますので、引
き続き森岡議長、川本副議長どうぞよろしくお願いいたします。
これより議事に入りたいと思いますが、まず、森岡議長からごあいさつをお願いいたしま
す。よろしくお願いします。
森岡議長

みなさん、こんばんは。さっきも言わしてもらいましたが、単に長いだけで、議長をさし
てもらってます。今から考えたら、平成１３年にですね。市Ｐ会長をしてから、何や知らん
けど、続けさしてもらってます。ただね、ここに座らしていただくおかけで、いろんな経験
を積まさしていただきました。普段はできないであろう、会えないであろう人とも会わして
いただきました。つい、この間も文化連盟の総会にですね、行ったときも、皆様方が活躍さ
れていると、柏原市というのは、本当に、いろんな交流があるんだなと思いました。感動す
ることがやっぱり人を変えていき、そして、２月に行われた、柏原の青少年を考える会では、
漫才師の笑い飯の哲夫さんですか、久々に私も腹をかかえて、１時間、笑わせていただきま
した。笑うと、やっぱり人の心というのは、潤っていくというか、がんばらなあかんなとい
う気持ちになります。そういう機会をこしらえていただくというのが、本当に、こういう社
会教育の大切なことと違うかなと、先程、教育長も、柏原市もだんだん人口減しとると、こ
れは柏原市に限らず、日本全体にそうやと思うんですけれども、ただ昨今みてますと、私と
この身の周りも、子どもの数がものすごく減っています。小さい頃、子どもはやんちゃして
といいますが、この頃、やんちゃする子もいてないんちゃうかな。ちょっと寂しい限りです。
それだけに、逆に、年いった者が、離れた者をですね、いろんなことで学びをもって、そし
て、いきいきと夢を語っていかなあかんのちゃうかなと思います。夢は人を豊かにしていく
もんやと思います。やはり、我々社会教育の係といたしましては、今日も色々な会長が来て
いただいておりますけども、学びづくり、学びづくりというのは、人をつくっていくもので
ありますし、人ができれば、それが、また、一つのまちづくりに繋がっていくものやと思い
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ます。そういう意味で、子どもから、我々年配の者まで、ひとりひとりが、夢をもって学べ
る、そういう環境を是非、皆様の力で、皆様は各種団体の代表で来ていただいてますので、
そこで話し合われて、その場で伝えていただいて、人数が少なくても活気があれば、また、
よそから集まってくることもありますし、
やっぱり開かれていくものやと思いますし、
是非、
今日の会議も有意義に過ごしていただいて、
これからも、
よろしくお願いしたいと思います。
司会者

ありがとうございました。それでは、議事の進行を議長よろしくお願いします。

森岡議長

それでは、議事の１番目としまして、「社会教育委員会議から選出する委員」を決めるわ
けでありますが、資料の６ページをご覧ください。「社会教育委員会議から選出する委員」
につきましては、昨年度に２９年度までの委員が既に決定しておりますので、現在選出され
ています各委員におかれましては、今年度も引き続きよろしくお願いします。なお、昨年度
の会議にて、報告のありましたとおり、平成２９年度から、社会福祉協議会評議員の選出は
なくなっております。
次に議事の２番目に入ります。別冊資料「平成２９年度生涯学習主要事業について」事務
局から説明をお願いします。

事務局

はい、それではお手元の資料にもとづき、社会教育課長から順に説明をさせていただきま
す。
（各担当者説明）

森岡議長

ありがとうございました。平成２９年度の生涯学習主要事業ということで、それぞれにつ
いて説明がありました。みなさん何かご質問はありませんか。ちょっと目を通していただい
て、なかなか、ぱっとみて、わかりにくいかなと思いますけれども、ちょっとこういうとこ
で、聞いておきたいかなということがあったら、結構です。それぞれ各部門で一生懸命取り
組んでいただいてますので、予算がもっと潤沢に付けばいいんですけど、先程、教育長から
予算のほうが、なかなか厳しい。その中でやってるのが、今の現状かと思います。特にござ
いませんでしょうか。ありがとうございました。
ここで尾野部長、三浦教育監、一松課長、北井課長、酒谷館長、山角館長が退席いたしま
す。ありがとうございました。
次に議事の３番目に入ります。７ページ「平成２９年度社会教育委員会議事業予定につい
て」事務局から説明をお願いするんですが、吉見委員が来られましたので、自己紹介をお願
いします。

吉見委員

すいません。今日は遅れまして申し訳ございません。青少年指導員協議会の会長でござい
ます、吉見静香と申します。よろしくお願いいたします。

森岡議長

それでは、
議事のほう進めさせていただきます。
事務局のほうから３番目の議題について、
説明をお願いします。
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事務局

それでは、平成２９年度の社会教育委員会議事業予定を説明させていただきます。まず、
本日５月２３日、第１回目の社会教育委員会議ということで、皆様には出席していただいて
おります。９月７日には、（近畿地区）社会教育研究大会が開催されます。今年の開催地は
京都市となっております。委員の皆様から毎年２～３名のご参加をいただいております。ま
だ、詳細の資料は事務局には届いておりませんが、案内文書が送られてきましたら、改めて
ご案内させていただきます。同じく９月に北海道で全国社会教育研究大会がございますが、
例年遠方で開催される大会については、
参加を見合わせさせていただいております。
つぎに、
１０月に、第２回目の社会教育委員会議の開催を予定しております。つづいて、１１月に中
河内・南河内地区の社会教育委員研究協議会の事業が実施されます。「社会教育委員研究協
議会」とは、各市町村の社会教育委員相互の交流を深め、連携を図るとともに、社会教育に
関する諸問題について研究し、社会教育の発展に寄与することを目的に毎年開催されており
ます。「中河内・南河内地区」につきましては、昨年度は１１月１日に東大阪市の主催で東
大阪市立児童文化スポーツセンターのドリーム２１において、施設見学が行われ、プラネタ
リウムも観賞いたしました。本市からは４名の委員様の参加をいただいております。今年度
につきましては、幹事市が富田林市となっております。内容は未定ですが、案内文書が送ら
れてきましたら、委員の皆さまにご連絡をいたしますので、多数のご参加、よろしくお願い
いたします。来年１月に入りましては、８日（祝日、成人の日）でございますが、成人式が
ございます。当日は、できる限り全委員の皆さんにご参加いただきますようお願いしたいと
思います。つづきまして、２月に「柏原の青少年健全育成を考える２０１８」がございます。
９ページをご覧ください。この事業の企画・運営は、この社会教育委員会議となっておりま
す。まだ時間はありますが、会場を押える都合がありますので日程と場所につきましては、
例年通り２月の第一土曜日の２月３日、場所につきましてもリビエールホールの小ホールを
すでに予約はしておりますが、この日程と場所の件および内容について、このあとご審議い
ただけたらと思います。ご了承の程、よろしくお願いいたします。昨年度は笑い飯哲夫さん
をお迎えして、「おもしろ仏教講座」として楽しくご講演をいただきました。次の１０ペー
ジと１１ページに、「平成１０年度から平成２８年度にかけましての開催状況」を、参考の
ためにお付けしております。最後に３月の下旬に、第３回社会教育委員会議の開催を予定い
たしております。ここで１年間の締めくくりを行いたいと存じます。以上でございます。

森岡議長

はい、ありがとうございました。只今、説明ありましたように、この行事予定の中で、特
に、本日これから確認しておかなあかんのが、「柏原の青少年健全育成を考える２０１８」
の開催要項ですね。今、事務局のほうから、２月の第１週の土曜日、２月３日、昨年と同様
に１時半から、我々は１２時半からですけども、会場はリビエールホール小ホールという形
で、押えていってもらわないと、後なって場所とれませんので、この日程でよろしいでしょ
うか。
（異議なしの声あり）
異議がないようですので、会場押えということで、２月３日土曜日午後ということを、皆
様、行事を入れておいてください。それで、形式ですけど、すっと、講演会形式をとらして
もろてるんですね。この１０ページ、１１ページを見てもうてわかりますように、今年もそ
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んな形でよろしいでしょうかね。よろしいですか。
川本副議長

やっぱりもう、講演会形式しかないでしょうねえ。講演会形式で、私は賛成でございます。

森岡議長

川本副議長も今そうゆうて、皆さんも、うんうんという感じで頷いておられるから、講演
会形式という形で進めさせてもうてよろしいですか。昨年度は、廊下にまで人が溢れるぐら
い、たくさん来ていただいて、私も久々に楽しいなと思えるような講演会でした。何か同じ
ような形で、皆さん、こんなんどうかなという腹案とかもっておられたら、出してもうたら、
また事務局のほうで、その方向にもいってもらうんですけど、何かありますか。盛り上がる
ようなね、人を集めるというのが、一番の根本となるでしょうし、各団体に出てもらわな困
りますし、市Ｐも声かけしていただいて、各学校から特に子育て世代のお母さん方に、よう
け来ていただきたいなあと思てますし、そんな形で何か有名人の方に来ていただけたら、こ
こ２年、結構盛り上がってますよね。

吉見委員

お金のこともありますけど、事務局一任で、よしもと関係でずっと続いてるので、金額的
にね、合うような方がいらしゃったら、例えば、この間の哲夫さんなんかは、ご自身でも、
こんな話を柏原市でするねんと話しをしやはったら、それでも広まりますし、こんな人くん
ねんでと柏原市民が他府県の友達に言うて、
広がっていっての、
この間の遠いとこやったら、
西宮から来られてたと思いますので、人が集まると、内容ももちろん良かったと思いますけ
ど、内容よりも人が集まることで、結果良かったなあということになるんちゃうかなと思う
んで。

森岡議長

よしもと関連でしたら、リビエールホールが指定管理という形でからんだはりますんで、
ここは、事務局の腕の見せ所ということで、こないして、振ったらいかんのですけど、皆さ
ん、予算は限られてます、そんな大きな予算はありませんので、そこのところも配慮してい
ただいて、もし、来てもらえる人があるんやったら、また、事務局のほうにね、後日でも結
構ですので、言うといていただいて、次の第２回の会議の時には決定しますので、それまで
に、連絡のほう、よろしくお願いしたいと思います。これでよろしいでしょうか。すいませ
んけども、内容、テーマにつきまして、もし皆様のほうから意見がありましたら、事務局の
ほうに、意見を寄せていただくということで、お願いしたいと思います。
次に、議事の４番目に入ります。「平成２９年度社会教育団体等への補助金について」事
務局から説明をお願いします。

事務局

私、石垣のほうから、ご説明申し上げます。皆様方のお手元の資料、１２ページをご覧く
ださい。平成２９年度社会教育団体等への補助金でございます。１番から１３番までござい
ます。平成２９年度予算額、平成２８年度予算額を見ていただきますと、わかりますとおり、
財政事情もございまして、同じ額となっております。ただ、各団体におきまして、２８年度
周年事業がございましたところは、当然、２９年度はございません。逆に、２９年度は、周
年事業をしていただく、体育協会は入っております。額のほうは、書面でご確認いただけれ
ばと思います。なお、先程から生涯学習部門の課長が申しましたように、新市長に替わりま
したので、
この６月１日からの議案にこれらの補正予算を諮りますので、
決定は６月の末日、
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３０日の議決をもらって、決定というふうになっております。なお、新市長の査定に関しま
しては、この議案に充てるのは、この額で、市長の了解は得ておりますので、ご了承のほど、
よろしくお願いいたします。以上でございます。
森岡議長

ありがとうございます。
次に、「その他」になりますが、事務局から何か報告案件がありましたらお願いします。

事務局

事務局であらかじめ用意していた案件は以上でございます。

森岡議長

それでは、本日予定された議事は以上です。進行を事務局と交代いたします。

事務局

本日は長時間にわたりご審議いただきありがとうございました。
これをもちまして、会議を閉会いたしますが、閉会のご挨拶を、川本副議長、よろしくお
願いいたします。

川本副議長

皆様、本当に、今日は、お疲れのところ長時間にわたりまして、色々ご審議いただきまし
て、ありがとうございました。また、新しい委員様お二人をお迎えして、これから、また、
１年間、仲良く、この会議を進めていきたいと思いますので、ご協力のほど、よろしくお願
いいたします。本日は、どうもありがとうございました。

事務局

ありがとうございました。
これにて、平成２９年度第１回社会教育委員会議を終了いたします。皆様どうもありがと
うございました。
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