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    様式第様式第様式第様式第３３３３号号号号                            会会会会            議議議議            録録録録     
会会会会        議議議議        名名名名    
（（（（審議会等名審議会等名審議会等名審議会等名））））    

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度    第第第第1111回回回回    川西市社会教育委員川西市社会教育委員川西市社会教育委員川西市社会教育委員のののの会会会会        

事事事事        務務務務        局局局局    
（（（（担担担担    当当当当    課課課課））））    

教育振興部教育振興部教育振興部教育振興部    社会教育室社会教育室社会教育室社会教育室    （（（（内線内線内線内線    ３４２１３４２１３４２１３４２１））））    

開開開開    催催催催    日日日日    時時時時    平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（水水水水））））１０１０１０１０時時時時００００００００分分分分～～～～１２１２１２１２時時時時００００００００分分分分    

開開開開    催催催催    場場場場    所所所所    教育情報教育情報教育情報教育情報センターセンターセンターセンター    研修室研修室研修室研修室    

    
    委委委委        員員員員    

生田議長生田議長生田議長生田議長、、、、佐道副議長佐道副議長佐道副議長佐道副議長、、、、小柳小柳小柳小柳委員委員委員委員、、、、渡邊委員渡邊委員渡邊委員渡邊委員、、、、安藤安藤安藤安藤委委委委
員員員員、、、、岡田岡田岡田岡田委員委員委員委員、、、、田中委員田中委員田中委員田中委員、、、、池田委員池田委員池田委員池田委員            計計計計８８８８名名名名    

    そそそそ    のののの    他他他他        

    
    
    
出出出出    
    
席席席席    
    
者者者者    
    
    

    
    事事事事    務務務務    局局局局    
    
    
    

益満益満益満益満教育長教育長教育長教育長、、、、牛尾教育振興部長牛尾教育振興部長牛尾教育振興部長牛尾教育振興部長、、、、小田小田小田小田こどもこどもこどもこども部長部長部長部長、、、、中中中中
塚塚塚塚総務調整室長総務調整室長総務調整室長総務調整室長、、、、林林林林教育支援室長教育支援室長教育支援室長教育支援室長、、、、谷谷谷谷社会教育室長社会教育室長社会教育室長社会教育室長
、、、、渡瀬中央公民館長渡瀬中央公民館長渡瀬中央公民館長渡瀬中央公民館長、、、、藤巴中央図書館長藤巴中央図書館長藤巴中央図書館長藤巴中央図書館長、、、、大屋敷大屋敷大屋敷大屋敷子子子子
育育育育てててて室長室長室長室長、、、、小田小田小田小田中央公民館主幹中央公民館主幹中央公民館主幹中央公民館主幹、、、、河野河野河野河野生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習センタセンタセンタセンタ
ーーーー所長所長所長所長、、、、小倉小倉小倉小倉青少年支援課長青少年支援課長青少年支援課長青少年支援課長、、、、片山主任片山主任片山主任片山主任、、、、下邨主事下邨主事下邨主事下邨主事    
                                    計計計計１４１４１４１４名名名名    

傍聴傍聴傍聴傍聴のののの可否可否可否可否    可可可可・・・・不可不可不可不可・・・・一部不可一部不可一部不可一部不可        傍聴者数傍聴者数傍聴者数傍聴者数    １１１１名名名名    

傍聴不可傍聴不可傍聴不可傍聴不可・・・・一部一部一部一部    
不可不可不可不可のののの場合場合場合場合はははは
、、、、そのそのそのその理由理由理由理由    

    
    
    

    
    
    
    
    
会会会会    議議議議    次次次次    第第第第    
    
    
    
    
    
    

１１１１．．．．    開会開会開会開会    
２２２２．．．．    教育長教育長教育長教育長あいさつあいさつあいさつあいさつ    
３３３３．．．．    委嘱状委嘱状委嘱状委嘱状交付交付交付交付    
４４４４．．．．    委員及委員及委員及委員及びびびび職員紹介職員紹介職員紹介職員紹介    
５５５５．．．．    議題議題議題議題        

役員役員役員役員のののの選出選出選出選出    
①①①①社会教育委員社会教育委員社会教育委員社会教育委員のののの会会会会、、、、議長議長議長議長・・・・副議長副議長副議長副議長のののの選出選出選出選出    
②②②②議長議長議長議長・・・・副議長副議長副議長副議長あいさつあいさつあいさつあいさつ    

各協議会等役員各協議会等役員各協議会等役員各協議会等役員のののの選出選出選出選出    
①①①①人権教育協議会理事人権教育協議会理事人権教育協議会理事人権教育協議会理事    

                        ②②②②青少年問題協議会委員青少年問題協議会委員青少年問題協議会委員青少年問題協議会委員    
③③③③青少年青少年青少年青少年センターセンターセンターセンター運営委員運営委員運営委員運営委員    

                    ④④④④生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習センターセンターセンターセンター運営委員会委員運営委員会委員運営委員会委員運営委員会委員    
⑤⑤⑤⑤図書館協議会委員図書館協議会委員図書館協議会委員図書館協議会委員    
⑥⑥⑥⑥放課後放課後放課後放課後こどもこどもこどもこどもプランプランプランプラン運営委員運営委員運営委員運営委員        

６６６６．．．．報告事項報告事項報告事項報告事項    
((((１１１１))))平成平成平成平成２２２２２２２２年度川西年度川西年度川西年度川西のののの教育教育教育教育－－－－推進推進推進推進のののの方向方向方向方向－－－－    
((((２２２２))))平成平成平成平成２１２１２１２１年度公民館活動事業報告年度公民館活動事業報告年度公民館活動事業報告年度公民館活動事業報告    
７７７７．．．．そのそのそのその他他他他        

            会議結果会議結果会議結果会議結果    別紙別紙別紙別紙のとおりのとおりのとおりのとおり    
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審審審審        議議議議        経経経経        過過過過    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

教育長教育長教育長教育長    

    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

    

議長議長議長議長    

    

副議長副議長副議長副議長    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

議長議長議長議長    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

議長議長議長議長    

    

    

    

    

    

    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

第第第第１１１１回社会教育委員回社会教育委員回社会教育委員回社会教育委員のののの会会会会をををを開会開会開会開会するするするする｡｡｡｡    

    

挨挨挨挨拶拶拶拶    

    

委嘱状交付委嘱状交付委嘱状交付委嘱状交付    

    

議題議題議題議題にににに入入入入るるるる。。。。    

（（（（１１１１））））役員役員役員役員のののの選出選出選出選出についてについてについてについて    

社会教育委員社会教育委員社会教育委員社会教育委員のののの会会会会、、、、議長議長議長議長・・・・副議長副議長副議長副議長のののの選出選出選出選出    

            生田議長生田議長生田議長生田議長・・・・佐道副議長佐道副議長佐道副議長佐道副議長    

    

挨拶挨拶挨拶挨拶    

    

挨拶挨拶挨拶挨拶    

    

    議事議事議事議事のののの進行進行進行進行をををを議長議長議長議長・・・・副議長副議長副議長副議長にににに引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐ。。。。    

    

（（（（２２２２））））各協議会等役員各協議会等役員各協議会等役員各協議会等役員のののの選出選出選出選出についてについてについてについて    

    事務局事務局事務局事務局にににに説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。    

    

人権教育協議会理事人権教育協議会理事人権教育協議会理事人権教育協議会理事（（（（任期任期任期任期 H21.5H21.5H21.5H21.5～～～～H23.4H23.4H23.4H23.4））））現在現在現在現在はははは、、、、小柳委員小柳委員小柳委員小柳委員とととと

佐道委員佐道委員佐道委員佐道委員。。。。青少年問題協議会委員青少年問題協議会委員青少年問題協議会委員青少年問題協議会委員((((任期任期任期任期 H21,7H21,7H21,7H21,7～～～～H23.6)H23.6)H23.6)H23.6)はははは欠員欠員欠員欠員１１１１

名名名名。。。。青少年青少年青少年青少年センターセンターセンターセンター運営委員運営委員運営委員運営委員（（（（任期任期任期任期 H22.4H22.4H22.4H22.4～～～～H24,3H24,3H24,3H24,3））））渡邊委員渡邊委員渡邊委員渡邊委員でしでしでしでし

たがたがたがたが任期満了任期満了任期満了任期満了になっているになっているになっているになっている。。。。生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習センターセンターセンターセンター運営委員会委員運営委員会委員運営委員会委員運営委員会委員(H(H(H(H

21,421,421,421,4～～～～H23.3)H23.3)H23.3)H23.3)はははは欠員欠員欠員欠員１１１１名名名名。。。。図書館協議会委員図書館協議会委員図書館協議会委員図書館協議会委員（（（（任期任期任期任期 H21.7H21.7H21.7H21.7～～～～H23.H23.H23.H23.

6666））））末澤委員末澤委員末澤委員末澤委員とととと欠員欠員欠員欠員１１１１名名名名。。。。放課後放課後放課後放課後こどもこどもこどもこどもプランプランプランプラン運営委員運営委員運営委員運営委員((((任期任期任期任期 H21.5H21.5H21.5H21.5

～～～～H23.4)H23.4)H23.4)H23.4)現在現在現在現在はははは、、、、渡邊委員渡邊委員渡邊委員渡邊委員。。。。    

これらのこれらのこれらのこれらの役員役員役員役員についてはについてはについてはについては社会教育委員社会教育委員社会教育委員社会教育委員をををを再任再任再任再任されたされたされたされた方方方方はははは、、、、原則原則原則原則

としてとしてとしてとして、、、、各委員任期満了各委員任期満了各委員任期満了各委員任期満了までまでまでまで継続継続継続継続としとしとしとし、、、、任期満了及任期満了及任期満了及任期満了及びびびび欠員欠員欠員欠員となってとなってとなってとなって

いますいますいますいます委員委員委員委員をををを本日選出本日選出本日選出本日選出していただきたいしていただきたいしていただきたいしていただきたい。。。。    

阪神北地区社会教育委員協議会阪神北地区社会教育委員協議会阪神北地区社会教育委員協議会阪神北地区社会教育委員協議会のののの理事理事理事理事２２２２名名名名についてはについてはについてはについては、、、、正副正副正副正副

議長議長議長議長におにおにおにお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたい。。。。    

    

欠員並欠員並欠員並欠員並びにびにびにびに欠員欠員欠員欠員のののの委員委員委員委員のののの選出選出選出選出をしたいをしたいをしたいをしたい。。。。    

事務局事務局事務局事務局よりよりよりより各委員各委員各委員各委員のののの職務職務職務職務をををを説明説明説明説明、、、、議論議論議論議論のすえのすえのすえのすえ滞滞滞滞りなくりなくりなくりなく選出選出選出選出がおがおがおがお

こなわれこなわれこなわれこなわれたたたた。。。。    

青少年問題協議会委員青少年問題協議会委員青少年問題協議会委員青少年問題協議会委員のののの欠員欠員欠員欠員にににに岡田委員岡田委員岡田委員岡田委員をををを、、、、青少年青少年青少年青少年センターセンターセンターセンター

運営委員運営委員運営委員運営委員にににに渡邊委員渡邊委員渡邊委員渡邊委員をををを、、、、生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習センターセンターセンターセンター運営委員会委員運営委員会委員運営委員会委員運営委員会委員のののの欠欠欠欠

員員員員にににに安藤委員安藤委員安藤委員安藤委員をををを、、、、図書館協議会委員図書館協議会委員図書館協議会委員図書館協議会委員のののの欠員欠員欠員欠員にににに田中委員田中委員田中委員田中委員をををを選出選出選出選出しししし

たいたいたいたい。。。。    ⇒⇒⇒⇒    全員了承全員了承全員了承全員了承。。。。    

次次次次にににに報告事項報告事項報告事項報告事項についてについてについてについて、、、、事務局事務局事務局事務局にににに報告報告報告報告をををを求求求求めるめるめるめる。。。。    

    

（（（（１１１１））））平成平成平成平成２２２２２２２２年度川西年度川西年度川西年度川西のののの教育教育教育教育――――推進推進推進推進のののの方向方向方向方向――――    
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議長議長議長議長    

    

AAAA 委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

議長議長議長議長    

    

DDDD 委員委員委員委員    

    

    

教育長教育長教育長教育長    

    

    

    

DDDD 委員委員委員委員    

（（（（２２２２））））平成平成平成平成２１２１２１２１年度公民館活動事業報告年度公民館活動事業報告年度公民館活動事業報告年度公民館活動事業報告    

    をををを資料資料資料資料によりによりによりにより報告報告報告報告。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局からにからにからにからに報告報告報告報告についてについてについてについて、、、、ごごごご質問等質問等質問等質問等がありませんかがありませんかがありませんかがありませんか。。。。    

    

昨年度昨年度昨年度昨年度からからからから公民館使用有料化公民館使用有料化公民館使用有料化公民館使用有料化でごでごでごでご苦労苦労苦労苦労されたこととされたこととされたこととされたことと思思思思うううう。。。。特特特特にににに

時間時間時間時間のののの単位単位単位単位をををを区分制区分制区分制区分制にされたことでにされたことでにされたことでにされたことで市民市民市民市民はははは長長長長いいいい時間時間時間時間をとるをとるをとるをとる必要必要必要必要がががが

なくなりなくなりなくなりなくなり、、、、必要必要必要必要なななな時間時間時間時間だけだけだけだけ使使使使えるのでえるのでえるのでえるのでサービスサービスサービスサービスのののの向上向上向上向上につながったにつながったにつながったにつながった

とととと思思思思うううう。。。。    

市民市民市民市民はははは、、、、料金収入料金収入料金収入料金収入のののの使用方法使用方法使用方法使用方法についてについてについてについて関心関心関心関心がありがありがありがあり、、、、それをそれをそれをそれを目目目目にににに

見見見見えるようにえるようにえるようにえるようにアピールアピールアピールアピールしていただきたいしていただきたいしていただきたいしていただきたい。。。。        

有料化有料化有料化有料化にともないにともないにともないにともない減免減免減免減免のののの基準基準基準基準をををを聞聞聞聞きたいきたいきたいきたい。。。。    

またまたまたまた今今今今のののの時点時点時点時点ではではではでは無理無理無理無理かもしれないがかもしれないがかもしれないがかもしれないが、、、、有料化有料化有料化有料化にににに伴伴伴伴うううう料金収入料金収入料金収入料金収入

額額額額もももも教教教教えていただきたいえていただきたいえていただきたいえていただきたい。。。。    

    公民館公民館公民館公民館のののの利用者数利用者数利用者数利用者数のののの減少減少減少減少についてについてについてについて、、、、どのようにどのようにどのようにどのように分析分析分析分析されているされているされているされている

のかのかのかのか教教教教えていただきたいえていただきたいえていただきたいえていただきたい。。。。    

    

公民館使用料金収入公民館使用料金収入公民館使用料金収入公民館使用料金収入のののの使使使使いいいい道道道道につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、見見見見えるものでごえるものでごえるものでごえるものでご

ざいますとざいますとざいますとざいますと、、、、今年今年今年今年はははは東谷東谷東谷東谷、、、、多田多田多田多田、、、、清和台清和台清和台清和台のののの 3333 館館館館のののの大集会室大集会室大集会室大集会室のののの椅子椅子椅子椅子

のののの新調新調新調新調をををを計画計画計画計画してしてしてしておりますおりますおりますおります。。。。    

減免団体減免団体減免団体減免団体のののの基準基準基準基準ですがですがですがですが、、、、運用規則運用規則運用規則運用規則をををを定定定定めましてめましてめましてめまして対応対応対応対応しておりしておりしておりしており、、、、

市及市及市及市及びびびび教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会がががが使用使用使用使用するするするする場合場合場合場合はははは全額減免全額減免全額減免全額減免、、、、県県県県がががが使用使用使用使用するするするする場場場場

合合合合はははは半額減免半額減免半額減免半額減免しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

個個個個々々々々のののの団体団体団体団体につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、そのそのそのその団体団体団体団体をををを所管所管所管所管するするするする部門部門部門部門がががが基準基準基準基準をををを

定定定定めておりめておりめておりめており、、、、それにそれにそれにそれに基基基基づきづきづきづき各施設管理者各施設管理者各施設管理者各施設管理者がががが減免減免減免減免をすることになってをすることになってをすることになってをすることになって

いますいますいますいます。。。。    

    料金収入額料金収入額料金収入額料金収入額につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、約約約約 700700700700 万円程度万円程度万円程度万円程度をををを見込見込見込見込んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。

集計中集計中集計中集計中ですのでですのでですのでですので、、、、後日報告後日報告後日報告後日報告しますしますしますします。。。。    

    利用者減利用者減利用者減利用者減につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、予約予約予約予約システムシステムシステムシステムでででで利用者数利用者数利用者数利用者数をををを具体的具体的具体的具体的にににに

数字数字数字数字をををを出出出出していけるようになりしていけるようになりしていけるようになりしていけるようになり、、、、実数実数実数実数にににに近近近近くなったこととくなったこととくなったこととくなったことと、、、、中央公民中央公民中央公民中央公民

館館館館ではではではでは行政利用行政利用行政利用行政利用がががが多多多多くくくく、、、、利用人数利用人数利用人数利用人数をををを把握把握把握把握していなかったのですがしていなかったのですがしていなかったのですがしていなかったのですが、、、、

一定一定一定一定のののの指数指数指数指数をををを入入入入れてれてれてれて把握把握把握把握するようになりましたするようになりましたするようになりましたするようになりました。。。。    

利用者数利用者数利用者数利用者数はははは減減減減っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、よりよりよりより実態実態実態実態にににに近近近近いいいい数字数字数字数字になったのでになったのでになったのでになったので

はとはとはとはと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

    

ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。他他他他にににに質問質問質問質問ありませんかありませんかありませんかありませんか。。。。    

    

今回今回今回今回のののの教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会のののの組織組織組織組織はははは変変変変わってないのにわってないのにわってないのにわってないのに、、、、課長職課長職課長職課長職（（（（主幹主幹主幹主幹））））

がががが一名減一名減一名減一名減になったようにになったようにになったようにになったように感感感感じるのですがじるのですがじるのですがじるのですが。。。。    

    

組織組織組織組織としてとしてとしてとして縮小縮小縮小縮小ではなくではなくではなくではなく、、、、人事上人事上人事上人事上のののの話話話話ですですですです。。。。主幹主幹主幹主幹がががが２２２２名名名名おったとおったとおったとおったと

ころですがころですがころですがころですが、、、、きめこまやかなきめこまやかなきめこまやかなきめこまやかな作業作業作業作業のできるようのできるようのできるようのできるよう配置配置配置配置しししし、、、、現主幹現主幹現主幹現主幹がががが社社社社

会教育会教育会教育会教育とととと文化財文化財文化財文化財をををを兼務兼務兼務兼務しししし、、、、縮小縮小縮小縮小ということではございませんということではございませんということではございませんということではございません。。。。    

    

社会教育社会教育社会教育社会教育にににに関関関関っていっていっていっていたたたた主幹主幹主幹主幹がががが異動異動異動異動しししし、、、、残残残残っているっているっているっている主幹主幹主幹主幹がががが対応対応対応対応ささささ



4/6 

    

    

教育長教育長教育長教育長    

    

    

DDDD 委員委員委員委員    

    

    

    

議長議長議長議長    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

教育長教育長教育長教育長    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

議長議長議長議長    

    

副議長副議長副議長副議長    

    

    

    

    

    

    

    

    

れるのかれるのかれるのかれるのか。。。。    

    

本日本日本日本日はははは別別別別のののの公務公務公務公務によりによりによりにより失礼失礼失礼失礼しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、残残残残っているっているっているっている主幹主幹主幹主幹がががが

対応対応対応対応しますしますしますします。。。。    

    

わかりましたわかりましたわかりましたわかりました。。。。各公民館各公民館各公民館各公民館もももも嘱託館長嘱託館長嘱託館長嘱託館長がなられているががなられているががなられているががなられているが、、、、そういうそういうそういうそういう

システムシステムシステムシステムになってきたのかになってきたのかになってきたのかになってきたのか、、、、人員減人員減人員減人員減にともないにともないにともないにともない再雇用再雇用再雇用再雇用でででで対応対応対応対応するよするよするよするよ

うになったのかどのようにうになったのかどのようにうになったのかどのようにうになったのかどのように解釈解釈解釈解釈はどうしたらよいのかはどうしたらよいのかはどうしたらよいのかはどうしたらよいのか。。。。    

    

私私私私もももも同同同同じじじじ質問質問質問質問をしようとをしようとをしようとをしようと思思思思っておりましたっておりましたっておりましたっておりました。。。。DDDD 委員委員委員委員さんのさんのさんのさんの発言発言発言発言のよのよのよのよ

うにうにうにうに生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習、、、、社会教育概念社会教育概念社会教育概念社会教育概念のののの部分部分部分部分もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、基本的基本的基本的基本的にににに各地方自各地方自各地方自各地方自

治体治体治体治体もももも川西川西川西川西とととと同同同同じようにじようにじようにじように機構改革機構改革機構改革機構改革がありがありがありがあり、、、、生涯学習部門生涯学習部門生涯学習部門生涯学習部門のののの位置位置位置位置づづづづ

けがけがけがけが非常非常非常非常にゆらいでいるとにゆらいでいるとにゆらいでいるとにゆらいでいると思思思思うううう。。。。    

社会教育社会教育社会教育社会教育のののの充実充実充実充実とととと言葉言葉言葉言葉としてはあるがとしてはあるがとしてはあるがとしてはあるが、、、、行政行政行政行政のののの部分部分部分部分のののの中中中中でのでのでのでの揺揺揺揺

らいでおりらいでおりらいでおりらいでおり、、、、危機感危機感危機感危機感があるがあるがあるがある。。。。    

研修研修研修研修などになどになどになどに出席出席出席出席したしたしたした時時時時にはにはにはには、、、、どこもこのどこもこのどこもこのどこもこの問題問題問題問題があげられておりがあげられておりがあげられておりがあげられており、、、、

教育長教育長教育長教育長よりおよりおよりおよりお話話話話いただいたがいただいたがいただいたがいただいたが、、、、専任主幹専任主幹専任主幹専任主幹がおられなくなるのはがおられなくなるのはがおられなくなるのはがおられなくなるのは、、、、一一一一

般的般的般的般的にはにはにはには、、、、社会教育社会教育社会教育社会教育のののの縮小縮小縮小縮小とのとらえかたをされてしまうのではなとのとらえかたをされてしまうのではなとのとらえかたをされてしまうのではなとのとらえかたをされてしまうのではな

いかといかといかといかと危惧危惧危惧危惧しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

    

社会教育社会教育社会教育社会教育のののの縮小縮小縮小縮小とのとのとのとの思思思思いはもっておりませんがいはもっておりませんがいはもっておりませんがいはもっておりませんが、、、、各地区公民館各地区公民館各地区公民館各地区公民館

のののの館長館長館長館長がががが正規職員正規職員正規職員正規職員からからからから嘱託職員嘱託職員嘱託職員嘱託職員になったのにはになったのにはになったのにはになったのには、、、、様様様様々々々々なななな要因要因要因要因があがあがあがあ

りますがりますがりますがりますが、、、、ひとつはひとつはひとつはひとつは市全体市全体市全体市全体としてとしてとしてとして税収減税収減税収減税収減にににに伴伴伴伴うううう人件費人件費人件費人件費のののの削減削減削減削減へのへのへのへの

対応対応対応対応はあるかとはあるかとはあるかとはあるかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

もうひとつはもうひとつはもうひとつはもうひとつは私私私私のののの持論持論持論持論ですですですですがががが、、、、本来地区公民館本来地区公民館本来地区公民館本来地区公民館のののの館長館長館長館長をををを地域地域地域地域にににに

おおおお願願願願いしてもいいのではないかとのいしてもいいのではないかとのいしてもいいのではないかとのいしてもいいのではないかとの思思思思いがあるいがあるいがあるいがある。。。。    

川西川西川西川西のののの場合場合場合場合はははは行政行政行政行政センターセンターセンターセンターをををを兼兼兼兼ねておりねておりねておりねており、、、、守秘事項守秘事項守秘事項守秘事項のののの関係関係関係関係でででで地地地地

域域域域におにおにおにお願願願願いできないいできないいできないいできない部分部分部分部分があるががあるががあるががあるが、、、、別別別別々々々々であればであればであればであれば公民館公民館公民館公民館をををを地域地域地域地域にににに

おおおお願願願願いしていいのではないかといしていいのではないかといしていいのではないかといしていいのではないかと思思思思っておりっておりっておりっており、、、、そのそのそのその中中中中でのでのでのでの措置措置措置措置でもあでもあでもあでもあ

りますりますりますります。。。。    

再任用再任用再任用再任用・・・・再雇用再雇用再雇用再雇用のののの職場職場職場職場のののの提供提供提供提供ということもありますしということもありますしということもありますしということもありますし、、、、財政状況財政状況財政状況財政状況

がががが厳厳厳厳しいなかでしいなかでしいなかでしいなかで地区公民館地区公民館地区公民館地区公民館とととと行政行政行政行政センターセンターセンターセンターをををを分分分分けることができないけることができないけることができないけることができない

中中中中でのでのでのでの対応対応対応対応とごとごとごとご理解理解理解理解いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。他他他他にににに質問等質問等質問等質問等がありますかがありますかがありますかがありますか。。。。    

    

公民館公民館公民館公民館でででで相当講座数相当講座数相当講座数相当講座数がががが減減減減っているっているっているっている点点点点とととと、、、、グループグループグループグループはははは月月月月 2222 回回回回といといといとい

うううう決決決決まりがあるようですがまりがあるようですがまりがあるようですがまりがあるようですが、、、、空空空空いているいているいているいている部屋部屋部屋部屋はははは貸貸貸貸しししし出出出出されたされたされたされた方方方方がいがいがいがい

いのではいのではいのではいのでは。。。。    

有料化有料化有料化有料化にににに伴伴伴伴いいいい利用利用利用利用のののの状況状況状況状況がどのようになったのかががどのようになったのかががどのようになったのかががどのようになったのかが気気気気になってになってになってになって

いるいるいるいる。。。。    

教育長教育長教育長教育長からからからから公民館公民館公民館公民館はははは地域地域地域地域にというおにというおにというおにというお話話話話がありましたががありましたががありましたががありましたが、、、、そのそのそのその側側側側

面面面面もあるともあるともあるともあると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、川西川西川西川西のののの教育教育教育教育のののの方向性方向性方向性方向性をををを決決決決めめめめ、、、、取取取取りりりり組組組組んでんでんでんで

いくいくいくいく中中中中でででで、、、、公民館公民館公民館公民館はあるはあるはあるはある程度行政程度行政程度行政程度行政のののの方方方方がががが関関関関わらないとわらないとわらないとわらないと、、、、市市市市としてのとしてのとしてのとしての

教育教育教育教育のののの方向性方向性方向性方向性がががが見見見見えにくくなるえにくくなるえにくくなるえにくくなる心配心配心配心配があるとがあるとがあるとがあると思思思思うううう。。。。    
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教育長教育長教育長教育長    

    

    

    

    

議長議長議長議長    

    

    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

議長議長議長議長    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

FFFF 委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

教育長教育長教育長教育長    

講座数講座数講座数講座数のののの減少減少減少減少とととと合合合合わせておわせておわせておわせてお聞聞聞聞かせいただきたいとかせいただきたいとかせいただきたいとかせいただきたいと思思思思うううう。。。。    

    

市市市市であるであるであるである程度程度程度程度ベクトルベクトルベクトルベクトルをををを決決決決めめめめ、、、、運用運用運用運用はははは地域地域地域地域におにおにおにお願願願願いするといういするといういするといういするという形形形形

がががが本来本来本来本来あるべきあるべきあるべきあるべき姿姿姿姿でででで、、、、そのそのそのその方向方向方向方向にいったときにいったときにいったときにいったとき社会教育委員社会教育委員社会教育委員社会教育委員のののの皆様皆様皆様皆様

にににに議論議論議論議論いただいていただいていただいていただいて、、、、それをそれをそれをそれを執行機関執行機関執行機関執行機関たるたるたるたる教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会でででで決決決決めめめめ、、、、地域地域地域地域

におにおにおにお願願願願いするいするいするいする形形形形がががが完璧完璧完璧完璧だとだとだとだと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

    

このこのこのこの委員委員委員委員のののの会等会等会等会等でででで論議論議論議論議をしをしをしをし、、、、執行機関執行機関執行機関執行機関であるであるであるである教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会でででで最終最終最終最終

決決決決められるというのはめられるというのはめられるというのはめられるというのは、、、、そのとおりですそのとおりですそのとおりですそのとおりです。。。。    

今後今後今後今後、、、、研究研究研究研究・・・・研修研修研修研修をやっていきたいとをやっていきたいとをやっていきたいとをやっていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    具体的部分具体的部分具体的部分具体的部分はははは、、、、公民館公民館公民館公民館よりおよりおよりおよりお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたい。。。。    

    

当初当初当初当初はははは２０４２０４２０４２０４講座企画講座企画講座企画講座企画していましたがしていましたがしていましたがしていましたが、、、、応募者応募者応募者応募者がががが少少少少ないないないない講座講座講座講座のののの中中中中

止止止止もありもありもありもあり、、、、最終的最終的最終的最終的にににに減減減減になりましたになりましたになりましたになりました。。。。    

貸館貸館貸館貸館のののの月月月月２２２２回回回回のののの件件件件ですがですがですがですが中央公民館中央公民館中央公民館中央公民館はははは月月月月４４４４回回回回、、、、地区館地区館地区館地区館はははは月月月月２２２２回回回回

でででで貸館貸館貸館貸館をしておりをしておりをしておりをしており、、、、登録登録登録登録グループグループグループグループにはにはにはには優優優優先枠先枠先枠先枠でででで年間年間年間年間でのおでのおでのおでのお部屋部屋部屋部屋をををを

確保確保確保確保するするするする制度制度制度制度をとっておりますをとっておりますをとっておりますをとっております。。。。    

中央公民館中央公民館中央公民館中央公民館ではではではでは２２２２ヶヶヶヶ月前月前月前月前、、、、地区館地区館地区館地区館ではではではでは１１１１ヶヶヶヶ月前月前月前月前のののの時点時点時点時点でででで空空空空いていていていて

いればいればいればいれば、、、、使使使使っていただくようごっていただくようごっていただくようごっていただくようご案内案内案内案内しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

中央公民館中央公民館中央公民館中央公民館のののの利用数利用数利用数利用数につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、トータルトータルトータルトータルでででで日計日計日計日計 51,751,751,751,7％、％、％、％、

平日利用平日利用平日利用平日利用でででで 53535353％、％、％、％、土日祝土日祝土日祝土日祝でででで 49,149,149,149,1％％％％となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。    

中央公民館中央公民館中央公民館中央公民館２２２２月月月月２１２１２１２１日日日日までのまでのまでのまでの稼働率稼働率稼働率稼働率ですがですがですがですが、、、、調理室調理室調理室調理室やややや和室和室和室和室などなどなどなど

利用利用利用利用がががが限定限定限定限定されるされるされるされる部屋部屋部屋部屋やややや、、、、夜夜夜夜９９９９時時時時までのまでのまでのまでの夜間夜間夜間夜間もももも含含含含めめめめ、、、、トータルトータルトータルトータル的的的的にににに

はははは年間平均年間平均年間平均年間平均でででで 27.127.127.127.1％％％％になっていますになっていますになっていますになっています。。。。    

地区館地区館地区館地区館にににに含含含含めためためためた数字数字数字数字はははは、、、、後日報告後日報告後日報告後日報告しますしますしますします。。。。    

    

川西川西川西川西のののの教育教育教育教育――――推進推進推進推進のののの方向方向方向方向――――をををを説明説明説明説明いただきいただきいただきいただき、、、、学校支援地域本学校支援地域本学校支援地域本学校支援地域本

部部部部をををを是非是非是非是非ともともともとも引引引引きききき続続続続いていていていて、、、、強力強力強力強力にににに推進推進推進推進していただきたいしていただきたいしていただきたいしていただきたい。。。。    

特特特特にににに、、、、先先先先ほどのほどのほどのほどの説明説明説明説明でもあったようにでもあったようにでもあったようにでもあったように中学校区中学校区中学校区中学校区をををを一一一一つのつのつのつの核核核核としてとしてとしてとして

コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターをををを育育育育てながらてながらてながらてながら活動活動活動活動のののの拠点拠点拠点拠点にしていくにしていくにしていくにしていく方針方針方針方針をををを聞聞聞聞きききき、、、、

我我我我々々々々といたしましてもといたしましてもといたしましてもといたしましても期待期待期待期待していますしていますしていますしています。。。。    

    学校現場学校現場学校現場学校現場でででで世代交代世代交代世代交代世代交代もももも進進進進みみみみ、、、、若若若若いいいい先生方先生方先生方先生方にはにはにはには期待期待期待期待すべきものがすべきものがすべきものがすべきものが

あるかとあるかとあるかとあるかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、地域地域地域地域のののの方方方方とととと接接接接するするするする時時時時にはにはにはには、、、、難難難難しいしいしいしい部分部分部分部分があがあがあがあ

りりりり、、、、トラブルトラブルトラブルトラブルになることもありになることもありになることもありになることもあり、、、、地域地域地域地域からからからから不信感不信感不信感不信感がががが出出出出てくることもあるてくることもあるてくることもあるてくることもある

とととと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、そのそのそのその部分部分部分部分でででで先生先生先生先生へのへのへのへの研修研修研修研修をおをおをおをお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思ってってってって

おりますおりますおりますおります。。。。    

他他他他にごにごにごにご質問質問質問質問はありませんかはありませんかはありませんかはありませんか。。。。    

    

明峰地明峰地明峰地明峰地区区区区のののの青少年育成市民会議青少年育成市民会議青少年育成市民会議青少年育成市民会議ののののメンバーメンバーメンバーメンバーになりになりになりになり、、、、色色色色々々々々とととと話話話話をををを

聞聞聞聞きますときますときますときますと、、、、私私私私のののの子供子供子供子供のののの時代時代時代時代とはとはとはとは違違違違うみたいでうみたいでうみたいでうみたいで、、、、先生先生先生先生がががが生徒生徒生徒生徒にににに遠遠遠遠

慮慮慮慮しないでしないでしないでしないで厳厳厳厳しくしくしくしく対応対応対応対応されたらどうですかとされたらどうですかとされたらどうですかとされたらどうですかと話話話話をしたことがあるをしたことがあるをしたことがあるをしたことがある。。。。    

ただただただただ、、、、現場現場現場現場をををを見見見見ていないていないていないていない部分部分部分部分があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、時間時間時間時間があるがあるがあるがある時時時時にににに見学見学見学見学

させていただけないでしょうかさせていただけないでしょうかさせていただけないでしょうかさせていただけないでしょうか。。。。    

    

基本的基本的基本的基本的にはにはにはには学校長学校長学校長学校長のののの判断判断判断判断になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、保護者保護者保護者保護者、、、、地域地域地域地域およびおよびおよびおよび行行行行
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議長議長議長議長    

    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

    

    

議長議長議長議長    

政政政政とのとのとのとの連携連携連携連携はははは、、、、学校学校学校学校ををををコアコアコアコアだとだとだとだと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

ただただただただ、、、、難難難難しいのはしいのはしいのはしいのは開放開放開放開放というというというという部分部分部分部分とととと安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全というというというという非常非常非常非常にににに相反相反相反相反

するするするする問題問題問題問題がありがありがありがあり、、、、一一一一つのつのつのつの取取取取りりりり組組組組みとしましてみとしましてみとしましてみとしまして学校支援地域本部学校支援地域本部学校支援地域本部学校支援地域本部といといといとい

うううう取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを３３３３ヵヵヵヵ年事業年事業年事業年事業でやっておりでやっておりでやっておりでやっておりますますますます。。。。    

今今今今ははははモデルモデルモデルモデル的的的的にににに市全体市全体市全体市全体でででで一一一一つのつのつのつの学校支援地域本部学校支援地域本部学校支援地域本部学校支援地域本部でやっていでやっていでやっていでやってい

ますがますがますがますが、、、、最終的最終的最終的最終的にはにはにはには、、、、歩歩歩歩いていていていて行行行行けけけけ、、、、顔顔顔顔がががが見見見見えるえるえるえる範囲範囲範囲範囲であるであるであるである中学校中学校中学校中学校

単位単位単位単位がががが理想的理想的理想的理想的とととと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。顔顔顔顔がががが見見見見えるとえるとえるとえると安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心につながにつながにつながにつなが

りりりり、、、、学校開放学校開放学校開放学校開放につながるからですにつながるからですにつながるからですにつながるからです。。。。    

ただただただただ、、、、学校支援地域本部学校支援地域本部学校支援地域本部学校支援地域本部をををを学校単位学校単位学校単位学校単位でやったでやったでやったでやった場合場合場合場合にににに、、、、学校学校学校学校とととと協協協協

力力力力やややや参加参加参加参加されるされるされるされる方方方方々々々々がががが直接直接直接直接やりとりするのはなかなかやりとりするのはなかなかやりとりするのはなかなかやりとりするのはなかなか難難難難しいしいしいしい面面面面がががが

ありますのでありますのでありますのでありますので、、、、優優優優れたれたれたれたコーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターがががが必要必要必要必要となりとなりとなりとなり、、、、そのそのそのその方方方方のののの養養養養

成成成成がががが大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題ですですですです。。。。    

できるできるできるできる中学校区中学校区中学校区中学校区でででで立立立立ちちちち上上上上げたいとげたいとげたいとげたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、授業授業授業授業にににに 100100100100％％％％ついていけないついていけないついていけないついていけない子子子子のののの補習的補習的補習的補習的なななな部分部分部分部分をををを

全部全部全部全部補補補補えるかはえるかはえるかはえるかは家庭的家庭的家庭的家庭的なななな問題問題問題問題もももも含含含含めてめてめてめて、、、、非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな問題問題問題問題でありでありでありであり

ますますますます。。。。    

このようなこのようなこのようなこのような問題問題問題問題のののの解決解決解決解決にはにはにはには、、、、保護者保護者保護者保護者・・・・地域地域地域地域・・・・学校学校学校学校をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした連連連連

携携携携がががが重要重要重要重要となってきますしとなってきますしとなってきますしとなってきますし、、、、そのそのそのその中中中中でででで授業見学授業見学授業見学授業見学もももも全体全体全体全体のののの取取取取りりりり組組組組みでみでみでみで

のののの対応対応対応対応とととと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

今回今回今回今回のごのごのごのご意見意見意見意見もももも参考参考参考参考にさしていただきながらにさしていただきながらにさしていただきながらにさしていただきながら、、、、学校現場学校現場学校現場学校現場でもいろでもいろでもいろでもいろ

んなんなんなんなプランプランプランプランをさせていただきますをさせていただきますをさせていただきますをさせていただきます。。。。    

    

ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。    

時間時間時間時間がががが少少少少なくなってなくなってなくなってなくなって来来来来ましたのでましたのでましたのでましたので事務局事務局事務局事務局よりのよりのよりのよりの連絡連絡連絡連絡おおおお願願願願いしまいしまいしまいしま

すすすす。。。。    

    

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度のののの開催予定開催予定開催予定開催予定についてについてについてについて説明説明説明説明。（。（。（。（今回今回今回今回をををを含含含含めてめてめてめて年年年年８８８８回回回回をををを

予定予定予定予定））））    

次回次回次回次回ののののテーマテーマテーマテーマ設定設定設定設定のののの参考事項参考事項参考事項参考事項（（（（４４４４つのつのつのつの力力力力・・・・家庭教育支援家庭教育支援家庭教育支援家庭教育支援・・・・子子子子どもどもどもども

のののの居場所居場所居場所居場所づくりづくりづくりづくり））））についてについてについてについて説明説明説明説明。。。。    

阪神北地区阪神北地区阪神北地区阪神北地区・・・・近畿地区近畿地区近畿地区近畿地区・・・・全国全国全国全国のののの研修会等日程研修会等日程研修会等日程研修会等日程についてについてについてについて説明説明説明説明。。。。    

    

昨年度昨年度昨年度昨年度まではまではまではまでは委員委員委員委員のののの会独自会独自会独自会独自ににににテーマテーマテーマテーマもももも決決決決めていましたがめていましたがめていましたがめていましたが、、、、今年今年今年今年

はははは事務局事務局事務局事務局からからからから提示提示提示提示していただいたしていただいたしていただいたしていただいた方向方向方向方向でででで検討検討検討検討したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

日程日程日程日程もももも含含含含めましてごめましてごめましてごめましてご了解願了解願了解願了解願いますいますいますいます。。。。    

    

((((全員了承全員了承全員了承全員了承))))    

    

以上以上以上以上でででで閉会閉会閉会閉会するするするする。。。。    

    

    

    


