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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４４４４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７７７７月月月月２８２８２８２８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    川西市役所川西市役所川西市役所川西市役所    ２２２２階階階階    ２０２２０２２０２２０２会議室会議室会議室会議室    

    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、、、、小柳委員小柳委員小柳委員小柳委員、、、、渡邊委員渡邊委員渡邊委員渡邊委員、、、、末澤委員末澤委員末澤委員末澤委員、、、、    

安藤委員安藤委員安藤委員安藤委員、、、、岡田委員岡田委員岡田委員岡田委員、、、、田中委員田中委員田中委員田中委員、、、、廣末委員廣末委員廣末委員廣末委員、、、、池田委員池田委員池田委員池田委員    

                                                                                        計計計計１０１０１０１０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    

    

中塚総務調整室長中塚総務調整室長中塚総務調整室長中塚総務調整室長、、、、林教育支援室長林教育支援室長林教育支援室長林教育支援室長、、、、谷社会教育室長谷社会教育室長谷社会教育室長谷社会教育室長、、、、渡渡渡渡

瀬中央公民館長瀬中央公民館長瀬中央公民館長瀬中央公民館長、、、、藤巴中央藤巴中央藤巴中央藤巴中央図書館長図書館長図書館長図書館長、、、、小田中央公民館主幹小田中央公民館主幹小田中央公民館主幹小田中央公民館主幹

、、、、河野生涯学習河野生涯学習河野生涯学習河野生涯学習センターセンターセンターセンター所長所長所長所長、、、、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９９９９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    ００００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. . . . 報報報報    告告告告    
（（（（１１１１））））兵庫県社会教育委員協議会兵庫県社会教育委員協議会兵庫県社会教育委員協議会兵庫県社会教育委員協議会    総会総会総会総会・・・・研修会研修会研修会研修会についてについてについてについて    

（（（（２２２２））））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    第第第第２２２２回理事会回理事会回理事会回理事会につにつにつにつ

いていていていて    

（（（（３３３３））））そのそのそのその他他他他    
２２２２．．．．議議議議    題題題題    
（（（（１１１１））））会議録会議録会議録会議録のののの承認承認承認承認についてについてについてについて    
（（（（２２２２））））平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度「「「「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」」」」    

年間年間年間年間テーマテーマテーマテーマについてについてについてについて    
（（（（３３３３））））社会教育施設社会教育施設社会教育施設社会教育施設におけるにおけるにおけるにおける取組取組取組取組みみみみ状況状況状況状況についてについてについてについて    

３３３３．．．．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    
    

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    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

議長議長議長議長    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

第第第第４４４４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｡｡｡｡    

    

挨拶挨拶挨拶挨拶    

    

1.1.1.1.報告報告報告報告    

（（（（１１１１））））兵庫県社会教育委員協議会兵庫県社会教育委員協議会兵庫県社会教育委員協議会兵庫県社会教育委員協議会    総会総会総会総会・・・・研修会研修会研修会研修会についてについてについてについて    

            平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年７７７７月月月月７７７７日日日日（（（（水水水水））））午後午後午後午後１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～    

            ホテルホテルホテルホテル北野北野北野北野プラザプラザプラザプラザ六甲荘六甲荘六甲荘六甲荘    

            議長議長議長議長・・・・副議長副議長副議長副議長・・・・岡田委員岡田委員岡田委員岡田委員よりよりよりより報告報告報告報告    

    

（（（（２２２２））））阪神北地区社会教育委員協議会第阪神北地区社会教育委員協議会第阪神北地区社会教育委員協議会第阪神北地区社会教育委員協議会第２２２２回理事会回理事会回理事会回理事会についてについてについてについて    

            平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年７７７７月月月月２２２２２２２２日日日日((((木木木木))))    午後午後午後午後１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～    

            猪名川町日生住民猪名川町日生住民猪名川町日生住民猪名川町日生住民センターセンターセンターセンター    会議室会議室会議室会議室    

            議長議長議長議長よよよよりりりり報告報告報告報告    

    

議題議題議題議題にににに入入入入るるるる。。。。    

（（（（１１１１））））第第第第１１１１回議事録回議事録回議事録回議事録についてについてについてについて。。。。    （（（（全員承認全員承認全員承認全員承認））））    

    

（（（（２２２２））））平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度「「「「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」」」」のののの年間年間年間年間テーテーテーテー    

ママママについてについてについてについて。。。。    

年間年間年間年間テーマテーマテーマテーマについてはについてはについてはについては、、、、後後後後でででで論議論議論議論議したいしたいしたいしたい。。。。    

（（（（３３３３））））社会教育施設社会教育施設社会教育施設社会教育施設におけるにおけるにおけるにおける取組状況取組状況取組状況取組状況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よりよりよりより報告報告報告報告をををを受受受受けけけけ、、、、論議論議論議論議してしてしてして行行行行きたいときたいときたいときたいと思思思思うううう。。。。    

    公民館公民館公民館公民館よりよりよりより説明説明説明説明をををを受受受受けたいけたいけたいけたい。。。。    

    

中央公民館中央公民館中央公民館中央公民館ののののアスベストアスベストアスベストアスベスト工事工事工事工事もももも終終終終りりりり、、、、７７７７月月月月２０２０２０２０日日日日よりよりよりより開館開館開館開館

しししし、、、、高齢者大学開校式高齢者大学開校式高齢者大学開校式高齢者大学開校式、、、、公民館登録公民館登録公民館登録公民館登録グループグループグループグループのののの総会総会総会総会がががが終了終了終了終了しししし

たところですたところですたところですたところです。。。。    

川西市川西市川西市川西市にはにはにはには、、、、公民館公民館公民館公民館がががが地区館地区館地区館地区館もももも含含含含めてめてめてめて１０１０１０１０館館館館ありありありあり、、、、総員総員総員総員７７７７

１１１１名名名名（（（（職員職員職員職員１２１２１２１２名名名名・・・・再任用職員再任用職員再任用職員再任用職員５５５５名名名名・・・・嘱託職員嘱託職員嘱託職員嘱託職員１４１４１４１４名及名及名及名及びびびび臨臨臨臨

時職員時職員時職員時職員４０４０４０４０名名名名））））でででで運営運営運営運営していますしていますしていますしています。。。。    

そのそのそのその内内内内８８８８館館館館はははは、、、、行政行政行政行政センターセンターセンターセンターととととコミュニティーセンターコミュニティーセンターコミュニティーセンターコミュニティーセンターをををを

併設併設併設併設しておりしておりしておりしており、、、、そのそのそのその運営運営運営運営をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

公民館事業公民館事業公民館事業公民館事業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、、、、何時何時何時何時でもでもでもでも、、、、何処何処何処何処でもでもでもでも、、、、誰誰誰誰でででで

もももも、、、、学学学学ぶことがぶことがぶことがぶことが出来出来出来出来るるるる生涯学習社会生涯学習社会生涯学習社会生涯学習社会にににに向向向向けたけたけたけた講座講座講座講座をををを実施実施実施実施してしてしてして

いますいますいますいます。。。。    

具体的内容具体的内容具体的内容具体的内容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、、、、社会社会社会社会のののの変化変化変化変化にににに対応対応対応対応しししし人間性豊人間性豊人間性豊人間性豊

かなかなかなかな生活生活生活生活をををを営営営営むためむためむためむため必要必要必要必要なななな課題講座課題講座課題講座課題講座のののの開催開催開催開催、、、、多様化高度化多様化高度化多様化高度化多様化高度化すすすす

るるるる学習学習学習学習ニーズニーズニーズニーズにににに対応対応対応対応したしたしたした講座講座講座講座のののの開催開催開催開催、、、、時代時代時代時代がががが要請要請要請要請するするするする文化文化文化文化・・・・

趣味趣味趣味趣味・・・・実技実技実技実技にににに関関関関するするするする講座講座講座講座のののの開催開催開催開催をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    
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議長議長議長議長    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

今年度今年度今年度今年度はははは、、、、１８０１８０１８０１８０講座講座講座講座でででで８４５８４５８４５８４５回回回回をををを計画計画計画計画していますしていますしていますしています。。。。    

主主主主なななな講座講座講座講座としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、幼児対象講座幼児対象講座幼児対象講座幼児対象講座やややや高齢者大学高齢者大学高齢者大学高齢者大学（（（（りんりんりんりん

どうどうどうどう学園学園学園学園））））がありがありがありがあり、、、、幼児対象講座幼児対象講座幼児対象講座幼児対象講座ではではではでは、、、、幼児幼児幼児幼児、、、、親子対象親子対象親子対象親子対象のののの教教教教

室室室室、、、、親同士親同士親同士親同士のののの横横横横のつながりをのつながりをのつながりをのつながりを意識意識意識意識したしたしたした講座講座講座講座をををを設設設設けけけけ、、、、高齢者大高齢者大高齢者大高齢者大

学学学学ではではではでは、、、、６０６０６０６０歳以上歳以上歳以上歳以上のののの市民市民市民市民をををを対象対象対象対象にににに社会問題社会問題社会問題社会問題やややや国際情勢国際情勢国際情勢国際情勢・・・・歴歴歴歴

史史史史・・・・文学文学文学文学・・・・生活学習等生活学習等生活学習等生活学習等のののの一般教養講座一般教養講座一般教養講座一般教養講座とととと生生生生きがいづくりきがいづくりきがいづくりきがいづくり・・・・地地地地

域活動域活動域活動域活動のののの下地下地下地下地となるとなるとなるとなる６６６６専門学科専門学科専門学科専門学科をををを開講開講開講開講してますしてますしてますしてます。。。。    

そのそのそのその他他他他にににに、、、、７７７７月月月月１５１５１５１５日日日日からからからから平和展平和展平和展平和展をををを開催開催開催開催しししし、、、、１１１１１１１１月月月月にはにはにはには文文文文

化祭化祭化祭化祭をををを予定予定予定予定していますしていますしていますしています。。。。    

なおなおなおなお、、、、高齢者大学高齢者大学高齢者大学高齢者大学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、、、、今年度今年度今年度今年度からからからから講座講座講座講座のののの充実充実充実充実

をををを目的目的目的目的にににに有料化有料化有料化有料化をををを実施実施実施実施していますしていますしていますしています。。。。    

またまたまたまた高齢者大学高齢者大学高齢者大学高齢者大学はははは、、、、運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会をををを設設設設置置置置しししし、、、、企画企画企画企画・・・・運営運営運営運営にににに受受受受

講者講者講者講者のののの声声声声をををを生生生生かしながらかしながらかしながらかしながら講座講座講座講座のののの充実充実充実充実にににに努努努努めていますめていますめていますめています。。。。    

公民館維持管理公民館維持管理公民館維持管理公民館維持管理ですがですがですがですが、、、、安全安全安全安全でででで快適快適快適快適なななな学習環境学習環境学習環境学習環境をををを維持維持維持維持しししし、、、、

公民館公民館公民館公民館のののの利用促進利用促進利用促進利用促進をををを図図図図るためるためるためるため、、、、老朽老朽老朽老朽したしたしたした設備設備設備設備やややや施設施設施設施設のののの改修改修改修改修をををを

進進進進めておりますめておりますめておりますめております。。。。    

今年度今年度今年度今年度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、、、、終了終了終了終了しましたしましたしましたしました中央公民館中央公民館中央公民館中央公民館ののののアスベアスベアスベアスベ

ストストストスト工事工事工事工事とととと黒川公民館黒川公民館黒川公民館黒川公民館のののの仮設講堂仮設講堂仮設講堂仮設講堂のののの設置設置設置設置、、、、川西南川西南川西南川西南・・・・多田多田多田多田・・・・東東東東

谷谷谷谷・・・・清和台公民館清和台公民館清和台公民館清和台公民館ののののトイレトイレトイレトイレ改修改修改修改修（（（（洋式化洋式化洋式化洋式化））））及及及及びびびび多田公民館多田公民館多田公民館多田公民館

はははは、、、、外壁改修外壁改修外壁改修外壁改修をををを予定予定予定予定しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

    

引引引引きききき続続続続きききき、、、、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についてについてについてについて説明説明説明説明をををを受受受受けたいけたいけたいけたい。。。。    

    

平成平成平成平成６６６６年度年度年度年度よりよりよりより、、、、２２２２年制年制年制年制のののの短期大学短期大学短期大学短期大学をををを想定想定想定想定しししし、、、、川西市生涯川西市生涯川西市生涯川西市生涯

学習短期大学学習短期大学学習短期大学学習短期大学「「「「レフレフレフレフネックネックネックネック」」」」をををを運営運営運営運営していますしていますしていますしています。。。。    

毎年毎年毎年毎年、、、、応募者応募者応募者応募者がががが増加増加増加増加しししし、、、、平成平成平成平成１５１５１５１５年度年度年度年度からからからから一部増員一部増員一部増員一部増員をををを図図図図

りりりり、、、、平成平成平成平成１７１７１７１７年度年度年度年度からはからはからはからは４４４４学科学科学科学科１８０１８０１８０１８０人人人人からからからから２８０２８０２８０２８０人人人人にににに増員増員増員増員

しましたしましたしましたしました。。。。    

入学入学入学入学のののの対象対象対象対象はははは、、、、川西市内在住川西市内在住川西市内在住川西市内在住・・・・在勤者在勤者在勤者在勤者でででで修了修了修了修了するまでのするまでのするまでのするまでの２２２２

年間年間年間年間、、、、協調性協調性協調性協調性をもってをもってをもってをもって学習学習学習学習するするするする意欲意欲意欲意欲のあるのあるのあるのある人人人人としておりとしておりとしておりとしており、、、、今今今今

年度年度年度年度はははは、、、、応用工学科応用工学科応用工学科応用工学科とととと文学文学文学文学・・・・文化学科文化学科文化学科文化学科をををを開講開講開講開講しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

今年度今年度今年度今年度もももも応募者多数応募者多数応募者多数応募者多数のためのためのためのため、、、、４４４４月月月月１７１７１７１７日公開抽選日公開抽選日公開抽選日公開抽選しししし、、、、５５５５月月月月

下旬下旬下旬下旬からからからから開講開講開講開講しましたしましたしましたしました。。。。    

在校生以外在校生以外在校生以外在校生以外のののの市民市民市民市民がががが学習学習学習学習できるできるできるできる場場場場としてとしてとしてとして、、、、オープンオープンオープンオープン講座講座講座講座をををを

実施実施実施実施しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

在校生在校生在校生在校生のののの相互交流相互交流相互交流相互交流とととと親睦親睦親睦親睦をををを図図図図るためるためるためるため、、、、本科以外本科以外本科以外本科以外ででででレフネッレフネッレフネッレフネッ

クククク課外課外課外課外講座講座講座講座としてとしてとしてとして、、、、郷土史教室郷土史教室郷土史教室郷土史教室などをなどをなどをなどを実施実施実施実施しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

生生生生きがいきがいきがいきがい学習塾学習塾学習塾学習塾としてとしてとしてとして、、、、レフネックレフネックレフネックレフネックのののの在校生在校生在校生在校生、ＯＢ、ＯＢ、ＯＢ、ＯＢ生生生生がががが講講講講

師師師師となりとなりとなりとなり、、、、在校生在校生在校生在校生をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした講座講座講座講座をををを実施実施実施実施しておりしておりしておりしており、、、、講師経講師経講師経講師経

験験験験をををを得得得得るるるる機会機会機会機会としてとしてとしてとして捉捉捉捉ええええ、、、、地域活動等地域活動等地域活動等地域活動等へのへのへのへのステップステップステップステップになるよになるよになるよになるよ

うなうなうなうな取取取取りりりり組組組組みをしていますみをしていますみをしていますみをしています。。。。    

レフネックレフネックレフネックレフネック事業事業事業事業がないがないがないがない時間帯時間帯時間帯時間帯にににに生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習グループグループグループグループのののの育成育成育成育成をををを

目的目的目的目的でででで貸室貸室貸室貸室をををを行行行行っておりっておりっておりっており、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度よりよりよりより有料化有料化有料化有料化していましていましていましていま
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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    

    

    

すすすす。。。。    

    

引引引引きききき続続続続きききき、、、、中央図書館中央図書館中央図書館中央図書館についてについてについてについて説明説明説明説明をををを受受受受けたいけたいけたいけたい。。。。    

    

昨年度昨年度昨年度昨年度のののの利用状況利用状況利用状況利用状況ですがですがですがですが、、、、貸出者数貸出者数貸出者数貸出者数、、、、貸出冊数等貸出冊数等貸出冊数等貸出冊数等すべてにすべてにすべてにすべてに

おいておいておいておいて増増増増でありでありでありであり、、、、昨年昨年昨年昨年１０１０１０１０月月月月からからからから開始開始開始開始しましたしましたしましたしましたインターネッインターネッインターネッインターネッ

トトトトによるによるによるによる在架図書予約在架図書予約在架図書予約在架図書予約によるものとによるものとによるものとによるもの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。。。。    

主主主主なななな図書館事業図書館事業図書館事業図書館事業ですがですがですがですが、、、、１１１１点目点目点目点目としましてとしましてとしましてとしまして、、、、子子子子どもどもどもども読書活読書活読書活読書活

動動動動のののの推進推進推進推進ですがですがですがですが、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティアのののの方方方方やややや職員職員職員職員によるによるによるによる乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児・・・・児児児児

童向童向童向童向けのおはなしけのおはなしけのおはなしけのおはなし会会会会などのなどのなどのなどの実施実施実施実施やややや、、、、幼児幼児幼児幼児、、、、児童向児童向児童向児童向けのけのけのけの団体貸団体貸団体貸団体貸

出出出出のののの推進推進推進推進もももも行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

そのそのそのその他他他他にににに、、、、子子子子どもどもどもども読書読書読書読書サポーターサポーターサポーターサポーター育成支援育成支援育成支援育成支援、、、、活用活用活用活用というこというこというこというこ

とでとでとでとで、、、、平成平成平成平成１８１８１８１８年度年度年度年度からからからから育成育成育成育成しましたしましたしましたしました方方方方がががが、、、、サポーターサポーターサポーターサポーターとしとしとしとし

てててて、、、、おはなしおはなしおはなしおはなし会会会会などでなどでなどでなどで活躍活躍活躍活躍していただいておりますしていただいておりますしていただいておりますしていただいております。。。。    

２２２２点目点目点目点目のののの障障障障がいがいがいがい者者者者サービスサービスサービスサービスですがですがですがですが、、、、身体障害者身体障害者身体障害者身体障害者１１１１級級級級からからからから３３３３

級級級級までのまでのまでのまでの方方方方にはにはにはには、、、、郵送貸出郵送貸出郵送貸出郵送貸出、、、、対面朗読対面朗読対面朗読対面朗読、、、、録音録音録音録音・・・・点訳図書点訳図書点訳図書点訳図書のののの貸貸貸貸

出出出出、、、、録音図書再生機録音図書再生機録音図書再生機録音図書再生機のののの貸出貸出貸出貸出などをなどをなどをなどを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

点字図書点字図書点字図書点字図書などをなどをなどをなどを作成作成作成作成するするするするボランティアボランティアボランティアボランティアのののの養成養成養成養成などもなどもなどもなども図図図図ってってってって

おりますおりますおりますおります。。。。    

３３３３点目点目点目点目としましてとしましてとしましてとしまして、、、、図書館業務図書館業務図書館業務図書館業務ののののネットワークネットワークネットワークネットワーク化化化化ですがですがですがですが、、、、

学校学校学校学校・・・・公民館公民館公民館公民館のののの連携連携連携連携をををを図図図図っておりっておりっておりっており、、、、小学校小学校小学校小学校３３３３年生年生年生年生にはにはにはには図書館図書館図書館図書館

のののの見学見学見学見学ではではではでは、、、、今今今今まではまではまではまではビデオテープビデオテープビデオテープビデオテープでででで対応対応対応対応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、、、、

昨年昨年昨年昨年からからからから、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティアのののの協力協力協力協力をををを得得得得ておはなしておはなしておはなしておはなし会会会会をををを行行行行っておっておっておってお

りますりますりますります。。。。    

またまたまたまた、、、、トライトライトライトライやるやるやるやるウィークウィークウィークウィークなどもなどもなどもなども受受受受けけけけ入入入入れておりますれておりますれておりますれております。。。。    

そのそのそのその他他他他としましてとしましてとしましてとしまして、、、、地域振興地域振興地域振興地域振興コーナーコーナーコーナーコーナーのののの設置設置設置設置やややや出出出出てててて行行行行くくくく図図図図

書館書館書館書館をををを掲掲掲掲げげげげ、、、、出張図書館出張図書館出張図書館出張図書館などをなどをなどをなどを実施実施実施実施していますしていますしていますしています。。。。    

本年度本年度本年度本年度のののの重点目標重点目標重点目標重点目標ですがですがですがですが「「「「あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる人人人人々々々々にににに読書読書読書読書のののの機機機機会会会会をををを～～～～

読書読書読書読書ののののバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー化化化化～」～」～」～」ということでということでということでということで取取取取りりりり組組組組んでおりまんでおりまんでおりまんでおりま

すすすす。。。。    

具体的具体的具体的具体的にはにはにはには、、、、バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー上映会上映会上映会上映会としてとしてとしてとして、、、、日本語字幕付日本語字幕付日本語字幕付日本語字幕付ＤＤＤＤ

ＶＤ「ＶＤ「ＶＤ「ＶＤ「おくりびとおくりびとおくりびとおくりびと」」」」のののの上映会上映会上映会上映会のののの実施実施実施実施やややや、、、、小小小小さなさなさなさな字字字字のののの見見見見にくいにくいにくいにくい

方方方方のためにのためにのためにのために、、、、大活字本大活字本大活字本大活字本コーナーコーナーコーナーコーナーのののの設置設置設置設置などをなどをなどをなどを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

録音図書録音図書録音図書録音図書ののののデジタルデジタルデジタルデジタル化化化化などもなどもなどもなども進進進進めておりますめておりますめておりますめております。。。。    

同時同時同時同時にににに国民読書年国民読書年国民読書年国民読書年でもありますのででもありますのででもありますのででもありますので、、、、読読読読みみみみ継継継継がれるがれるがれるがれる日本日本日本日本のののの

心心心心ををををテーマテーマテーマテーマにににに展示展示展示展示やややや、、、、わたしとわたしとわたしとわたしと同同同同じじじじ年年年年にうまれたにうまれたにうまれたにうまれた絵本絵本絵本絵本ののののリスリスリスリス

トトトトとしましてとしましてとしましてとしまして、、、、１９６１１９６１１９６１１９６１～～～～２００９２００９２００９２００９年年年年にににに出版出版出版出版されたされたされたされた本本本本をををを２２２２冊冊冊冊

ずつずつずつずつピックアップピックアップピックアップピックアップしたしたしたしたリストリストリストリストをををを配布配布配布配布しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

以上以上以上以上ですですですです    

    

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。。。。委員委員委員委員のののの論議論議論議論議にににに参考参考参考参考になるのではになるのではになるのではになるのでは

ないかとないかとないかとないかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

教育支援室教育支援室教育支援室教育支援室についてもについてもについてもについても説明説明説明説明をををを受受受受けたいけたいけたいけたい。。。。    
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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    

    

    

    

    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

    

    

    

    

議長議長議長議長    

    

    

    

EEEE 委員委員委員委員    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

EEEE 委員委員委員委員    

    

教育支援室教育支援室教育支援室教育支援室ではではではでは、、、、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、、、、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とととと２２２２

つのつのつのつのセンターセンターセンターセンターがございましてがございましてがございましてがございまして、、、、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ではではではでは、、、、青少年青少年青少年青少年

のののの健全育成健全育成健全育成健全育成をををを目標目標目標目標にににに、、、、補導委員補導委員補導委員補導委員とのとのとのとの連携活動連携活動連携活動連携活動、、、、学校学校学校学校のののの中中中中だけだけだけだけ

ではではではでは指導指導指導指導がががが難難難難しいしいしいしい子子子子どものどものどものどもの預預預預かりかりかりかり支援指導支援指導支援指導支援指導などをなどをなどをなどを行行行行っていまっていまっていまっていま

すすすす。。。。    

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ではではではでは、、、、学校学校学校学校のののの先生方先生方先生方先生方のののの研修研修研修研修やややや子子子子どものどものどものどもの発発発発

達相談達相談達相談達相談などのなどのなどのなどの相談事業相談事業相談事業相談事業などのなどのなどのなどの取取取取りりりり組組組組みをしていますみをしていますみをしていますみをしています。。。。    

子子子子どもどもどもども議会議会議会議会もももも実施実施実施実施しておりしておりしておりしており、、、、大変好評大変好評大変好評大変好評でででで続続続続けてほしいとのけてほしいとのけてほしいとのけてほしいとの

声声声声がががが大半大半大半大半ですがですがですがですが、、、、１９１９１９１９回目回目回目回目にもなりますのでにもなりますのでにもなりますのでにもなりますので、、、、見直見直見直見直のののの検討検討検討検討もももも

必要必要必要必要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。。。。    

以上以上以上以上ですですですです。。。。    

    

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。。。。各委員各委員各委員各委員のののの立場立場立場立場からからからから論議論議論議論議をおをおをおをお願願願願いいいい

したいしたいしたいしたい。。。。    

    

私私私私はははは、、、、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でででで、、、、センターセンターセンターセンターのののの運営運営運営運営ががががスムスムスムスム

ースースースースにいくようににいくようににいくようににいくように手助手助手助手助けするのがけするのがけするのがけするのが主主主主なななな役目役目役目役目ですですですです。。。。    

事務局事務局事務局事務局からからからから１１１１年間年間年間年間のののの事業計画事業計画事業計画事業計画をををを提示提示提示提示されされされされ意見交換意見交換意見交換意見交換をををを行行行行ってってってって

いますいますいますいます。。。。    

各施設各施設各施設各施設のののの説明説明説明説明でででで、、、、このこのこのこの４４４４月月月月からからからから公民館公民館公民館公民館のののの各地区館各地区館各地区館各地区館のののの館長館長館長館長のののの

嘱託化嘱託化嘱託化嘱託化されているがされているがされているがされているが、、、、デメリットデメリットデメリットデメリットがあればがあればがあればがあれば、、、、聞聞聞聞きたいきたいきたいきたい。。。。    

    

各専門分野各専門分野各専門分野各専門分野でででで活躍活躍活躍活躍されたされたされたされた、、、、元学校長元学校長元学校長元学校長、、、、元市元市元市元市のののの職員職員職員職員のののの方方方方々々々々がががが

嘱託館長嘱託館長嘱託館長嘱託館長になられおりになられおりになられおりになられおり、、、、トータルトータルトータルトータル的的的的にはにはにはには、、、、公民館公民館公民館公民館、、、、行政行政行政行政センセンセンセン

ターターターターのののの働働働働きとしてはきとしてはきとしてはきとしては、、、、大大大大きなきなきなきな問題問題問題問題はないとはないとはないとはないと感感感感じているじているじているじている。。。。    

ただただただただ、、、、このこのこのこの問題問題問題問題とはとはとはとは別別別別にににに、、、、行政職員行政職員行政職員行政職員がががが公民館事業公民館事業公民館事業公民館事業をををを実施実施実施実施しししし

ておりておりておりており、、、、社会教育主事社会教育主事社会教育主事社会教育主事のののの育成育成育成育成ができていないこととができていないこととができていないこととができていないことと、、、、以前以前以前以前はははは

公民館公民館公民館公民館がががが行行行行ってきたってきたってきたってきた事業事業事業事業をををを、、、、市長部局市長部局市長部局市長部局がががが行行行行うようになってきうようになってきうようになってきうようになってき

ているているているている事事事事についてについてについてについて、、、、先細先細先細先細りをりをりをりを感感感感じているじているじているじている。。。。    

    

社会教育社会教育社会教育社会教育のののの根幹根幹根幹根幹にににに関関関関するするするする問題問題問題問題だとだとだとだと思思思思うううう。。。。    

このままこのままこのままこのまま議論議論議論議論をををを続続続続けてもよいしけてもよいしけてもよいしけてもよいし、、、、他他他他のののの意見意見意見意見があればがあればがあればがあれば、、、、聞聞聞聞きききき

たいたいたいたい。。。。    

    

黒川公民館黒川公民館黒川公民館黒川公民館のののの講堂講堂講堂講堂のののの解体解体解体解体のののの話話話話があったががあったががあったががあったが、、、、どのどのどのどの建物建物建物建物がががが講堂講堂講堂講堂

なのですかなのですかなのですかなのですか。。。。    

    

２２２２棟棟棟棟あるうちあるうちあるうちあるうち、、、、東側東側東側東側がががが公民館公民館公民館公民館ですがですがですがですが、、、、建物建物建物建物のののの西側西側西側西側のののの平屋平屋平屋平屋のののの

プレハブプレハブプレハブプレハブがががが講堂講堂講堂講堂ですですですです。。。。    

現在使用現在使用現在使用現在使用しているのはしているのはしているのはしているのは、、、、黒川小学校黒川小学校黒川小学校黒川小学校のののの教室教室教室教室ですですですです。。。。    

    

分分分分かりましたかりましたかりましたかりました。。。。    
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事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

    

    

    

    

EEEE 委員委員委員委員    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

    

AAAA 委員委員委員委員    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

    

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    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

BBBB 委員委員委員委員    

    

    

高齢者大学高齢者大学高齢者大学高齢者大学（（（（りんどうりんどうりんどうりんどう学園学園学園学園））））のののの利用状況利用状況利用状況利用状況をおをおをおをお聞聞聞聞かせいただかせいただかせいただかせいただ

きたいきたいきたいきたい。。。。    

    

６６６６学科学科学科学科ありますがありますがありますがありますが、、、、学科学科学科学科によってによってによってによって応募応募応募応募がががが多多多多いものといものといものといものと少少少少ないないないない

ものがありますものがありますものがありますものがあります。。。。    

わがまちわがまちわがまちわがまち学科学科学科学科、、、、水墨画学科水墨画学科水墨画学科水墨画学科、、、、歴史学科歴史学科歴史学科歴史学科がががが抽選抽選抽選抽選になっていまになっていまになっていまになっていま

すすすす。。。。    

ことばことばことばことば学科学科学科学科とととと自然学科自然学科自然学科自然学科はははは定員枠内程度定員枠内程度定員枠内程度定員枠内程度、、、、文芸学科文芸学科文芸学科文芸学科はははは定員定員定員定員のののの

半分程度半分程度半分程度半分程度ですですですです。。。。    

応募応募応募応募のののの少少少少ないところはないところはないところはないところは考考考考えていかないといけないえていかないといけないえていかないといけないえていかないといけない。。。。    

    

図書館図書館図書館図書館のののの利用利用利用利用ののののマナーマナーマナーマナーでででで目目目目にあまることがあるとにあまることがあるとにあまることがあるとにあまることがあると聞聞聞聞いたこいたこいたこいたこ

とがあるのですがとがあるのですがとがあるのですがとがあるのですが。。。。    

    

１１１１時間時間時間時間にににに１１１１回程度館内回程度館内回程度館内回程度館内をををを巡巡巡巡回回回回していますがしていますがしていますがしていますが、、、、居眠居眠居眠居眠りりりり等以外等以外等以外等以外

にににに、、、、目目目目にににに余余余余るということはないるということはないるということはないるということはない。。。。    

    

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でででで受講受講受講受講されるされるされるされる年齢層年齢層年齢層年齢層はははは中高年中高年中高年中高年のののの方方方方がががが多多多多いいいい

ですかですかですかですか。。。。    

    

開講開講開講開講したしたしたした当時当時当時当時のののの平均年齢平均年齢平均年齢平均年齢はははは６３６３６３６３．．．．７７７７歳歳歳歳でででで、、、、今年度今年度今年度今年度はははは６９６９６９６９．．．．

２２２２歳歳歳歳でででで、、、、多少上多少上多少上多少上がっているがっているがっているがっている。。。。    

    

子育子育子育子育てててて中中中中のののの若若若若いいいい世代世代世代世代のののの方方方方がががが受講受講受講受講したいとしたいとしたいとしたいと思思思思ったったったった時時時時のののの対応対応対応対応をををを

考考考考えていただけたらとえていただけたらとえていただけたらとえていただけたらと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

今後申今後申今後申今後申しししし出出出出があればがあればがあればがあれば、、、、保育室保育室保育室保育室のののの利用利用利用利用をををを考考考考えてえてえてえて、、、、すべてのすべてのすべてのすべての方方方方

がががが受講受講受講受講できるようにできるようにできるようにできるように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。。。。    

    

すべてのすべてのすべてのすべての市民市民市民市民がががが有効的有効的有効的有効的にににに便利便利便利便利にににに利用利用利用利用できるようなできるようなできるようなできるような配慮配慮配慮配慮をををを社社社社

会教育施設会教育施設会教育施設会教育施設でででで行行行行ってほしいとってほしいとってほしいとってほしいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

図書館事業図書館事業図書館事業図書館事業ではではではでは、、、、インターネットインターネットインターネットインターネットなどをなどをなどをなどを使使使使ってってってって、、、、公民館公民館公民館公民館とととと

のののの連携連携連携連携がががが前向前向前向前向きにきにきにきに進進進進んでいるとのんでいるとのんでいるとのんでいるとの感想感想感想感想をををを持持持持ったったったった。。。。    

公開事業公開事業公開事業公開事業レビューレビューレビューレビューでででで、、、、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ののののレフネックレフネックレフネックレフネックとととと公公公公

民館民館民館民館のののの高齢者大学高齢者大学高齢者大学高齢者大学がががが、、、、類似類似類似類似しているというのがありますしているというのがありますしているというのがありますしているというのがあります。。。。    

公開事業公開事業公開事業公開事業レビューレビューレビューレビューはははは、、、、市民市民市民市民ににににＰＲＰＲＰＲＰＲできるできるできるできる反面反面反面反面、、、、きちんときちんときちんときちんと説説説説

明明明明していかなければしていかなければしていかなければしていかなければ統合統合統合統合のののの話話話話もももも出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。    

社会教育委員社会教育委員社会教育委員社会教育委員としてもとしてもとしてもとしてもバックアップバックアップバックアップバックアップしていかないといけなしていかないといけなしていかないといけなしていかないといけな

いといといといと思思思思うううう。。。。    

    

生涯学習短期大学生涯学習短期大学生涯学習短期大学生涯学習短期大学のののの入学式入学式入学式入学式をををを拝見拝見拝見拝見しししし、、、、生生生生きききき生生生生きされているきされているきされているきされている

とととと感感感感じじじじ、、、、これからのこれからのこれからのこれからの高齢化社会高齢化社会高齢化社会高齢化社会にににに必要必要必要必要なこととなこととなこととなことと思思思思ったったったった。。。。    

高齢者大学高齢者大学高齢者大学高齢者大学とととと生涯学習短期大学生涯学習短期大学生涯学習短期大学生涯学習短期大学のののの両方両方両方両方があってもがあってもがあってもがあっても、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者
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議長議長議長議長    

    

CCCC 委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

CCCC 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    

    

FFFF 委員委員委員委員    

    

    

のののの方方方方のののの生生生生きがいではないかなときがいではないかなときがいではないかなときがいではないかなと思思思思っっっったたたた。。。。    

    

卒業卒業卒業卒業されたされたされたされた方方方方はいらっしゃいますかはいらっしゃいますかはいらっしゃいますかはいらっしゃいますか。。。。    

    

できたできたできたできた当初当初当初当初にににに法律法律法律法律のののの講座講座講座講座をををを受講受講受講受講しししし、、、、論文論文論文論文でででで苦労苦労苦労苦労したのをしたのをしたのをしたのを覚覚覚覚

えているえているえているえている。。。。    

各施設各施設各施設各施設のののの説明説明説明説明をををを聞聞聞聞きききき、、、、川西川西川西川西にはいろいろにはいろいろにはいろいろにはいろいろ学学学学ぶぶぶぶ場場場場があるとがあるとがあるとがあると感感感感

じるとじるとじるとじると同時同時同時同時にににに、、、、川西川西川西川西のののの財政状況財政状況財政状況財政状況をををを考考考考えたえたえたえた時時時時にににに、、、、今後今後今後今後どうなるどうなるどうなるどうなる

のかなというのかなというのかなというのかなという思思思思いがあるいがあるいがあるいがある。。。。    

色色色色々々々々なななな選択肢選択肢選択肢選択肢があることはがあることはがあることはがあることは、、、、決決決決してしてしてして悪悪悪悪いことではないしいことではないしいことではないしいことではないし、、、、

場所的場所的場所的場所的なこともなこともなこともなことも重要重要重要重要であるであるであるである。。。。    

子育子育子育子育てにてにてにてに忙忙忙忙しいしいしいしい時時時時にににに学学学学びたいとびたいとびたいとびたいと思思思思ってもってもってもっても近近近近くにないとくにないとくにないとくにないと難難難難しししし

くくくく、、、、近近近近くにくにくにくに学学学学ぶぶぶぶ場所場所場所場所があるというのはがあるというのはがあるというのはがあるというのは大事大事大事大事だとだとだとだと思思思思うううう。。。。    

財政的財政的財政的財政的なことはあってもなことはあってもなことはあってもなことはあっても、、、、学学学学ぶぶぶぶ機会機会機会機会をををを奪奪奪奪わないでほしいなわないでほしいなわないでほしいなわないでほしいな

とととと思思思思うううう。。。。    

一昨年一昨年一昨年一昨年からからからから図書館図書館図書館図書館のののの運営委員運営委員運営委員運営委員をしていますがをしていますがをしていますがをしていますが、、、、図書館図書館図書館図書館のののの利利利利

用形態用形態用形態用形態がががが大大大大きくきくきくきく変変変変わってきているとわってきているとわってきているとわってきていると思思思思ったったったった。。。。    

以前以前以前以前はははは、、、、本本本本のののの貸出貸出貸出貸出のみだったとのみだったとのみだったとのみだったと思思思思うがうがうがうが、、、、読読読読みみみみ聞聞聞聞かせなどかせなどかせなどかせなど、、、、

読書読書読書読書ののののバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー化化化化がががが進進進進んでいるのだとんでいるのだとんでいるのだとんでいるのだと驚驚驚驚いたいたいたいた。。。。    

図書館図書館図書館図書館からからからから文化文化文化文化のののの情報発信情報発信情報発信情報発信をしていこうをしていこうをしていこうをしていこう。。。。とのとのとのとの話話話話もありもありもありもあり、、、、

図書館図書館図書館図書館もももも変変変変わっていくなとわっていくなとわっていくなとわっていくなと思思思思ったったったった。。。。    

本本本本もももも電子媒体電子媒体電子媒体電子媒体になるとになるとになるとになると、、、、情報発信情報発信情報発信情報発信もももも容易容易容易容易になるとになるとになるとになると思思思思うがうがうがうが、、、、

同時同時同時同時にににに図書館図書館図書館図書館のののの本来本来本来本来のののの役割役割役割役割もももも考考考考えるえるえるえる必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思うううう。。。。    

後後後後、、、、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のののの役割役割役割役割をををを詳詳詳詳しくしくしくしく聞聞聞聞きたいきたいきたいきたい。。。。    

    

教職員教職員教職員教職員のののの研修研修研修研修、、、、保護者保護者保護者保護者のののの悩悩悩悩みみみみ事相談事相談事相談事相談、、、、各学校各学校各学校各学校のののの教育教育教育教育のののの情報情報情報情報

化化化化、、、、教科教育研究教科教育研究教科教育研究教科教育研究のののの支援支援支援支援、、、、連合体育会連合体育会連合体育会連合体育会などのなどのなどのなどの行事行事行事行事、、、、補助教材補助教材補助教材補助教材

・・・・文集文集文集文集のののの作成作成作成作成などをしていますなどをしていますなどをしていますなどをしています。。。。    

    

子子子子どもがいじめをどもがいじめをどもがいじめをどもがいじめを受受受受けているけているけているけている場合場合場合場合もももも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にににに相相相相

談談談談したらいいのですかしたらいいのですかしたらいいのですかしたらいいのですか。。。。    

    

子子子子どもどもどもども達達達達がいじめもがいじめもがいじめもがいじめも含含含含めてめてめてめて悩悩悩悩みみみみ事事事事がありがありがありがあり、、、、学校学校学校学校からのからのからのからの相談相談相談相談

があったがあったがあったがあった場合場合場合場合にはにはにはには、、、、学校学校学校学校コンサルテーションコンサルテーションコンサルテーションコンサルテーションというというというという制度制度制度制度があがあがあがあ

りましてりましてりましてりまして、、、、センターセンターセンターセンターからからからから臨床心理士臨床心理士臨床心理士臨床心理士がががが赴赴赴赴きききき対応対応対応対応しますしますしますします。。。。    

直接保護者直接保護者直接保護者直接保護者からからからから申申申申しししし込込込込みのみのみのみの場合場合場合場合もももも対応対応対応対応しますしますしますします。。。。    

教育相談教育相談教育相談教育相談というよりというよりというよりというより、、、、発達心理発達心理発達心理発達心理のののの相談相談相談相談になりますになりますになりますになります。。。。    

    

人権人権人権人権オンブズパーソンオンブズパーソンオンブズパーソンオンブズパーソンもももも含含含含めてめてめてめて相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口はははは多多多多くあるくあるくあるくある思思思思うううう。。。。    

    

図書館運営委員図書館運営委員図書館運営委員図書館運営委員をしていますがをしていますがをしていますがをしていますが、、、、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もももも図書図書図書図書

館事業館事業館事業館事業にににに特化特化特化特化していくしていくしていくしていく方向方向方向方向ですですですです。。。。    

公民館公民館公民館公民館のののの話話話話をををを聞聞聞聞きききき、、、、活用活用活用活用していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思ったったったった。。。。    
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GGGG 委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

    

    

    

議長議長議長議長    

    

HHHH 委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

議長議長議長議長    

    

    

    

    

    

    

    

副議副議副議副議長長長長    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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はははは、、、、受講者受講者受講者受講者のののの年齢層年齢層年齢層年齢層がががが高高高高くなっているとくなっているとくなっているとくなっていると

のののの話話話話があったががあったががあったががあったが、、、、どのようなどのようなどのようなどのような授業授業授業授業をされているかをされているかをされているかをされているか気気気気になるになるになるになる。。。。    

図書館図書館図書館図書館ががががデジタルデジタルデジタルデジタル化化化化されされされされ、、、、学校教育学校教育学校教育学校教育ももももパソコンパソコンパソコンパソコンがががが教科書教科書教科書教科書をををを

読読読読みみみみ、、、、教師教師教師教師がががが不要不要不要不要になるになるになるになる時代時代時代時代になるかもしれないになるかもしれないになるかもしれないになるかもしれない。。。。    

しかししかししかししかし子子子子どもはどもはどもはどもは、、、、人人人人とととと人人人人とのふれあいによってとのふれあいによってとのふれあいによってとのふれあいによって教育教育教育教育をすべをすべをすべをすべ

きであるときであるときであるときであると思思思思うううう。。。。    

高齢者高齢者高齢者高齢者はははは、、、、見見見見たらたらたらたら分分分分かるのでかるのでかるのでかるので、、、、新新新新しいしいしいしい方法方法方法方法をををを取取取取りりりり入入入入れたれたれたれた指指指指

導形態導形態導形態導形態があればともがあればともがあればともがあればとも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。。。。池田委員池田委員池田委員池田委員おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

社会教育施設社会教育施設社会教育施設社会教育施設のののの説明説明説明説明をををを受受受受けたがけたがけたがけたが、、、、小学校小学校小学校小学校とととと中学校中学校中学校中学校ではではではでは、、、、社社社社

会教育施会教育施会教育施会教育施設設設設とのかかわりがとのかかわりがとのかかわりがとのかかわりが異異異異なるとなるとなるとなると思思思思うううう。。。。    

中学校中学校中学校中学校はははは、、、、生徒指導生徒指導生徒指導生徒指導にににに這這這這いずりいずりいずりいずり回回回回っておりっておりっておりっており、、、、このこのこのこの場場場場でででで出出出出てててて

くるくるくるくる話話話話よりよりよりより、、、、現場現場現場現場はどろどろしているはどろどろしているはどろどろしているはどろどろしている。。。。    

学校支援室学校支援室学校支援室学校支援室のののの補導委員補導委員補導委員補導委員やややや保護司保護司保護司保護司におにおにおにお世話世話世話世話になっているになっているになっているになっている。。。。    

当初当初当初当初のののの会会会会でででで、、、、宝塚市宝塚市宝塚市宝塚市のののの話話話話があったががあったががあったががあったが、、、、あのあのあのあの家庭家庭家庭家庭はははは、、、、親親親親がががが愛愛愛愛

情情情情をををを持持持持っているのでましだとっているのでましだとっているのでましだとっているのでましだと思思思思うううう。。。。    

親親親親がががが養育養育養育養育するするするする意欲意欲意欲意欲がががが全全全全くないくないくないくない家庭家庭家庭家庭もあるもあるもあるもある。。。。    

このようなこのようなこのようなこのような保護者保護者保護者保護者をどうやってをどうやってをどうやってをどうやってサポートサポートサポートサポートするかをするかをするかをするかを、、、、社会教社会教社会教社会教

育育育育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。。。。    

テーマテーマテーマテーマはははは「「「「学校学校学校学校・・・・家庭家庭家庭家庭・・・・地域地域地域地域をつなぐをつなぐをつなぐをつなぐ社会教育社会教育社会教育社会教育のありのありのありのあり方方方方」」」」

がいいとがいいとがいいとがいいと思思思思うううう。。。。    

    

ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。    

そのとおりだとそのとおりだとそのとおりだとそのとおりだと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、最終的最終的最終的最終的にはにはにはには、、、、高高高高いいいい次元次元次元次元のののの話話話話でででで

はなくはなくはなくはなく、、、、学校現場学校現場学校現場学校現場のののの問題問題問題問題をををを地域全体地域全体地域全体地域全体やややや行政行政行政行政がががが、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの場場場場

面面面面でででで考考考考えていくことがえていくことがえていくことがえていくことが大局的大局的大局的大局的にににに学校支援学校支援学校支援学校支援になるとになるとになるとになると思思思思うううう。。。。    

社会教育施設社会教育施設社会教育施設社会教育施設においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、どこかでどこかでどこかでどこかで力添力添力添力添えをしながらえをしながらえをしながらえをしながら学校学校学校学校

現場現場現場現場のののの厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況やややや子育子育子育子育てててて・・・・家庭家庭家庭家庭のののの問題問題問題問題をををを先生先生先生先生だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、

皆皆皆皆でででで考考考考ええええ、、、、支援支援支援支援をできたらとをできたらとをできたらとをできたらと思思思思っているっているっているっている。。。。    

    

現場現場現場現場のののの大変大変大変大変なななな面面面面のおのおのおのお話話話話をしていただかないとをしていただかないとをしていただかないとをしていただかないと分分分分からないからないからないからない。。。。    

ここはここはここはここは、、、、そのおそのおそのおそのお話話話話をををを聞聞聞聞きききき、、、、考考考考えていくえていくえていくえていく機会機会機会機会のののの場場場場だとだとだとだと思思思思うううう。。。。    

自分自分自分自分がががが感感感感じたことをじたことをじたことをじたことを話話話話すことがこのすことがこのすことがこのすことがこの会会会会にはにはにはには必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思うううう

しししし、、、、そのためにそのためにそのためにそのために、、、、立場立場立場立場のののの違違違違うううう人人人人がががが集集集集まっているのかなとまっているのかなとまっているのかなとまっているのかなと感感感感じじじじ

ているているているている。。。。    

次次次次にににに、、、、図書館図書館図書館図書館のののの図書図書図書図書ボランティアボランティアボランティアボランティアとととと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のののの図図図図

書書書書ボランティアボランティアボランティアボランティアがががが連携連携連携連携できているのかできているのかできているのかできているのか気気気気になるになるになるになる。。。。    

またまたまたまた、、、、色色色色々々々々なところになところになところになところに子子子子どもどもどもども達達達達にににに関関関関するするするする同同同同じようなことをじようなことをじようなことをじようなことを

行行行行っておりっておりっておりっており、、、、淘汰淘汰淘汰淘汰されていくのではとのされていくのではとのされていくのではとのされていくのではとの話話話話があったががあったががあったががあったが、、、、色色色色々々々々

なところでなところでなところでなところで、、、、色色色色々々々々なななな形形形形でやっているのがいいとでやっているのがいいとでやっているのがいいとでやっているのがいいと思思思思うううう。。。。    
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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    

    

    

    

    

議長議長議長議長    

    

そのそのそのその場所場所場所場所にににに人人人人がががが集集集集まらないのならまらないのならまらないのならまらないのなら必要必要必要必要ないとないとないとないと考考考考えるべきでえるべきでえるべきでえるべきで

あるがあるがあるがあるが、、、、必要必要必要必要だからだからだからだから人人人人がががが集集集集まるのであるからまるのであるからまるのであるからまるのであるから、、、、経済的経済的経済的経済的なななな面面面面でででで

やめるべきではないとやめるべきではないとやめるべきではないとやめるべきではないと思思思思うううう。。。。    

レフネックレフネックレフネックレフネックについてについてについてについて、、、、定員定員定員定員はどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのか、、、、年齢年齢年齢年齢がががが

上上上上がっているのはがっているのはがっているのはがっているのは同同同同じじじじ方方方方がががが継続継続継続継続してしてしてして参加参加参加参加なのかをなのかをなのかをなのかを知知知知りたいりたいりたいりたい。。。。    

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がががが学校学校学校学校のののの教科教科教科教科のののの支援支援支援支援をやっているをやっているをやっているをやっているとのとのとのとの話話話話

であるがであるがであるがであるが、、、、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のとのとのとの連携連携連携連携はあるのかをはあるのかをはあるのかをはあるのかを知知知知りたりたりたりた

いいいい。。。。    

    

定員定員定員定員はははは、、、、当初当初当初当初１１１１学科学科学科学科４５４５４５４５名名名名でしたでしたでしたでした、、、、平成平成平成平成１７１７１７１７年度年度年度年度からからからから１１１１学学学学

科科科科７０７０７０７０名名名名でででで、、、、２８０２８０２８０２８０名名名名になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。    

講義室講義室講義室講義室のののの関係関係関係関係でででで、、、、１１１１学科学科学科学科７０７０７０７０名名名名がががが限度限度限度限度とととと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。    

継続継続継続継続についてですがについてですがについてですがについてですが、、、、在学中在学中在学中在学中はははは出来出来出来出来ませんがませんがませんがませんが、、、、卒業卒業卒業卒業されたされたされたされた

方方方方にはにはにはには、、、、色色色色々々々々なななな学科学科学科学科ありますのでありますのでありますのでありますので制限制限制限制限はございませんはございませんはございませんはございません。。。。    

    

ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。教育支援室教育支援室教育支援室教育支援室おねがいしますおねがいしますおねがいしますおねがいします。。。。    

    

教育支援室教育支援室教育支援室教育支援室とととと生徒生徒生徒生徒とのとのとのとの関係関係関係関係はははは、、、、間接的間接的間接的間接的なななな関関関関りでりでりでりで、、、、学校支援学校支援学校支援学校支援

地域本部地域本部地域本部地域本部はははは、、、、生徒生徒生徒生徒とととと直接的直接的直接的直接的なななな関関関関わりでありますわりでありますわりでありますわりであります。。。。    

そのためそのためそのためそのため、、、、学校支援室学校支援室学校支援室学校支援室とととと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のとのとのとの関関関関わりわりわりわりがながながながな

くくくく、、、、そのそのそのその点点点点はははは課題課題課題課題であるとであるとであるとである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。。。。    

    

本日本日本日本日のののの論議論議論議論議はははは、、、、これでこれでこれでこれで終終終終わりますわりますわりますわります。。。。    

テーマテーマテーマテーマはははは、「、「、「、「学校学校学校学校・・・・地域地域地域地域・・・・家庭家庭家庭家庭をつなぐをつなぐをつなぐをつなぐ社会教育社会教育社会教育社会教育のありのありのありのあり

方方方方」」」」としますとしますとしますとします。。。。    

後半中身後半中身後半中身後半中身のあるのあるのあるのある形形形形でででで進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

事務局事務局事務局事務局からからからから連絡事項連絡事項連絡事項連絡事項をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

青少年青少年青少年青少年ふれあいふれあいふれあいふれあいデーデーデーデーについてについてについてについて説明説明説明説明。。。。    

公開事業公開事業公開事業公開事業レビューレビューレビューレビューについてについてについてについて説明説明説明説明。。。。    

全国社会教育研究大会全国社会教育研究大会全国社会教育研究大会全国社会教育研究大会についてについてについてについて説明説明説明説明。。。。    

阪神北地区社会教育委員協議会第阪神北地区社会教育委員協議会第阪神北地区社会教育委員協議会第阪神北地区社会教育委員協議会第１１１１回研修会出欠確認回研修会出欠確認回研修会出欠確認回研修会出欠確認。。。。    

    

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。。。。    

    

    

    


