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平成２３年度第２回奈良市社会教育委員会議会議録 

 

 

開催日時   平成２４年１月２５日（水） 午前１０時～午前１２時 

 

 

開催場所   奈良市保健所・教育総合センター ８階 多目的講座室 

 

 

出 席 者 【委 員】天野秀治 委員、大坪宏通 委員、奥田益三 委員、 

北畑 一 委員、後藤康子 委員、小林 勉 委員、 

杉峰英憲 委員、竹内 寛 委員、巽 正 委員、 

玉置敦子 委員、畑中康宣 委員、東口明史 委員、 

東出和彦 委員、山中和代 委員、山中尚子 委員、 

横井雄一 委員 

              欠席 打谷幹男 委員、向野幾世 委員、 

谷口早百合 委員 

            

 

【事務局】教育総務部長、教育総務部参事、地域教育課長、 

人権政策課長、文化財課長、埋蔵文化財調査センター所長、 

スポーツ振興課長、中央図書館長、北部図書館長、 

生涯学習財団常務理事、地域教育課職員 

              欠席 教育長、学校教育部長、西部図書館長 

 

 

案  件   １ 各大会の参加報告について 

２ 今後の社会教育委員会議の取組について 

３ その他 

 

 

開催形態   公開（傍聴なし） 

 

 

担 当 課   教育総務部 地域教育課 
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◎ 教育総務部長 開会挨拶（教育長代理） 

 

◎ 会議録について、従来どおり要点を記載した会議録を作成する。 

   会議録署名委員  玉置 敦子 委員   畑中 康宣 委員 

 

 

案 件 １  各大会の参加報告について 

  

※会議長より、台風による中止及び委員不参加の各大会について、事務局より報告の

旨を説明し、各委員より報告。 

 

○第４３回奈良県社会教育学校 

    後藤 康子 委員参加 

    後藤 康子 委員から発表（資料１） 

    ７月７日（木）にかしはら万葉ホールで開催。 

     

委 員     「社会的親を育てる社会教育～見て見ぬふりする社会から、おせっ

かいな社会へ～」京都府社会教育委員連絡協議会の会長 杉本厚夫 氏 

        今の子どもは孤立するのが嫌で、「かくれんぼ」と「はないちもん

め」といった遊びがなくなり、「だるまさん転んだ」のルールも変わ

っています。子どもの居場所は役割があることで、日常的なボランテ

ィアで相手のことが思えるようになるため、震災の子どもたちにも役

割を与えるように助言しているということでした。 

元来、人間は生まれながら社会に適応できるようになっているが、

育つ過程で社会との関係を切るようになっており、「自分でしなさい」

は自立の言葉ではなく孤立の言葉であるということでした。 

        そして今は、知らない人と会う機会がなく、近所の人に叱られたこ

とがない人がほとんどなので、おせっかいな社会を作っていくことが

必要で、近所に社会的親がいるかどうかが重要である。社会的親がい

ることが豊かな社会と言えると思うし、これからどのような社会を作

っていくか、はっきりさせないといけない。とおっしゃっていました。 

        社会的親が必要ではないかという提案でしたけど、今の子どもたち

は、友達という横の関係中心で、親や先生という縦の関係が希薄で、

斜めの関係、いわゆる筋交いがなくなって非常に弱くなったと私も強

く感じています。また、社会教育委員の役割は社会的親育てではない

かなと思います。 

        私自身、公民館に三十年間通い続けて、その中で横の関係を作って

いくのが難しいと思いますので、誰でも社会的親になれるかというと、
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そうじゃないと思います。結局、長い間の関わりや危ないことは避け

る社会の風潮が、社会化の力を落としていると思います。 

社会教育委員は団体から出ていますので、何かそういうプロジェク

トを立ち上げて、何でもいいから三年継続して、それでまずい事があ

ったら尐しずつ変えていくような、先を見越した長期のことをしたら

どうかと思います。 

 

○第５３回全国社会教育研究大会 兼 平成２３年度近畿地区社会教育研究大会 

    向野 幾世 委員・玉置 敦子 委員 参加 

    玉置 敦子 委員から発表（資料２） 

    ９月２１日（水）・２２日（木）に 

京都会館・宇治市文化センター及び中央公民館他で開催。 

 

委 員     「度重なる震災からわたしたちが学ぶべきこと」、前大阪大学総長

の鷲田清一氏の基調講演。 

まず、五月に仙台に行かれた際、図書館の前に長い行列ができ、震

災によって閉じこもっていた人たちが外に出て、「みんな大丈夫だっ

た。」とお互いに声がけをした状況、突然に町と心が一遍に開いた様

子を目の当たりにしたということでした。 

次に、幸福とは何かという話をされ、「本当に人間が大切にしなけ

ればならないものは、どういうことなんだろう。」という問いかけを

され、「幸福というものは、得たものの大きさではなくて、失ったも

のの大きさによる。本当に大事なものは失ってみてわかる。」という

話をされました。 

また、「文明が進めば進むほど、人は無力・無能力になっている。

文明の装置が崩壊し、原始生活以下の生活になっていく。地震が起こ

った時に帰宅難民ができ、当たり前と思っていた生活が全て異様に感

じたのではないだろうか。原発の安全性も、見えていたけど見てこな

かったんじゃないか。禍福は糾える縄の如しである。」と説明をされ

ました。 

過去には、防災も自分たちでやってきたけれど、今は何もできない

人々が増えてきた。そして、受け身になり、行政・民間・サービスに

文句をつけるクレーマーになっている。住民が共同で事に当たること

がなくなってきたので、お互いに頼り合い・助け合う仕組みが大事で

はないかと話されました。 

私たちも人に関わらない生活をしており、例えばニュータウンの生

活は、普段でも鉄の扉の中に閉じこもっている。昔は見て見ぬふりを

しながら地域のことをしっかりと見ていたが、今は、見ても全く知ら
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ない顔をしているということでした。 

いざとなったら使えるコミュニティ、受け身でない市民として成熟

し、市民の新しい公共を担うネットワークを実質的なものにしていく

地域のリーダーの養成が必要である。また、リーダーというのは統率

力ではなく、お互いに交代しつつ、本務プラスアルファの中で一人の

住民として全体を気遣い、しっかりと考えているものであるというこ

とでした。 

最後に、「梅棹忠夫先生のリーダーシップより」ということで、「請

われれば一差し舞える人物になれ。」、「退却する時は、殿を務められ

る人物であれ。」、即ち、みんなのことを考えられる人になれというこ

とで、話は終わりました。 

        私たちが、新しい公共をキーワードとして話し合ってきたこと、そ

の理念がきちっと証明されたという納得をさせてもらいました。 

        分科会では、地域を育てるということで、それぞれの実践を報告さ

れました。そこで、ポスターセッションという新しい経験をしました。

京都府の各地域の取組を一枚のポスターにまとめてオープンスペー

スに提示されていて、そこに実践者・社会教育委員の方が立っていて、

直に参画しながら話ができ、理解をすごく助けていただき、人と人と

のぬくもりを感じることができました。 

 

会議長     ありがとうございました。公共については、いくらでも言うことが

できるけれども、個人の態度の取り方が非常に難しいと思います。 

また、おせっかいというのは、人間の発達において非常に大きな社

会化の課題と個人化の課題であり、その両極のバランスの中でおせっ

かいが行動されなければ生きてこないんだなと聞いておりました。 

ヨーロッパ社会では、キリスト教の中にありますので、間接的に上

手く機能しているんですけれど、日本では直接的なおせっかいになり、

非常に難しくなる。そして二の足を踏んで社会的な本当の親になれな

いのかなと感じました。 

        各委員のご報告でございましたが、なにかご意見等、お伺いしたい

ということがございましたら、お願いしたいと思います。 

        よろしいでしょうか。それでは、案件２に移らせていただきます。 

 

 

◎案 件 ２  今後の社会教育委員会議の取組について 

 

会議長     それでは、次に案件２、「今後の社会教育委員会議の取組について」

ですが、今年度のテーマを引き続き検証していくのか、それとも新た
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なテーマと小委員会を設けていくのか、また、小委員会制か違った組

織を考えていくのか、ある程度の方向付けをしておいたらと思います。

それを次年度以降に引き継いでいく課題としたらと思いますので、こ

れまでの活動を尐しお考えいただきたいと思います。 

        まず、提言書の経過等について事務局の方から説明をお願いします。 

 

地域教育課長  それでは、提言書に関わる対応につきまして、地域教育課からご報

告申し上げます。 

        まず、提言自体の広報並びに関係各課の整理等を行うよう、教育委

員会より指示を受けました。 

広報につきましては、全国社会教育研究大会の資料ブースに、本提

言書を約二百部設置しまして、こちらは全国から参加された方々にお

持ち帰りいただきました。そして、社会教育の関係各課への提言書の

配布を行うと共に地域教育課ホームページへ提言の掲載を行い、周知

を図っております。 

ただ今、新年度の予算策定の最終段階に入っておりまして、新年度

の予算への反映状況は、まだ把握をしきれていない段階でございます。

新年度の予算が確定しまして、各課に再度ヒアリングを行って資料と

してまとめ、新年度のこの会議にはご報告できると思います。 

 

会議長     はい。ありがとうございました。 

        なにかご意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょ

うか。では、これが機能していくようご尽力いただきたいと思います。 

        それでは、来年度に向けての申し送りですが、概略をまとめておい

たらと思いますので、何かご意見はありませんでしょうか。 

 

委 員     五月の議事録を十二月にいただきましたが、尐なくとも一週間から

二週間で出していただきたいと思います。 

        それから、提言書を出したら、もう尐し早めに教育委員会としての

対応や回答を教えて欲しい。実際の施策に反映する前に出していただ

くとありがたい。お金がなくてもできることはあると思いますので、

ぜひ施策を早くやっていただきたい。また、結論・結果を早く周知し

て、回答いただくようお願いしたいと思います。 

 

会議長     はい。ありがとうございました。確かにレスポンスは速い方がいい

と思います。これからは、活性化できるような速いレスポンスをしな

がら、コミュニケーションの窓を開いたらどうかという反省でござい

ます。 
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来年に向けて、社会教育委員会議を活性化していくために、迅速な

対応が見えるような形にするというのを一つの申し送りとさせてい

ただいたらと思います。 

 

委 員     何をするのかに関係するんですけれど、社会教育委員会議が提言を

するところなのか、それとも活動をするところなのかというのを、去

年・一昨年からも議論してきたと思います。そして今回は、提言をさ

せていただきました。 

それで、今年度の提言は非常に範囲が広くなっているので、回答が

遅いのはやむを得ないかと思います。もう尐し活性化するという意味

では、小さな問題に絞っていったらどうかと思います。 

例えば、奈良市には図書館がたくさんあります。そこが、どういう

目的や目標を立ててやっているかよくわからない。協議会があると思

いますが、もう尐しはっきりした目標を立てて、それに対して取り組

んでいただきたい。できれば社会教育委員会議も一緒にやっていくの

はどうかと思います。例えば、開館日や休館日をどうするか、どうい

う活動を図書館としてやっていくかということです。 

        それと、社会教育委員会議を通して、私の団体も含めて各団体に補

助金を出させてもらっています。補助金を出しているからには、もっ

と強力に要望すべきだと思います。それに対しての結果についても、

しっかり取り上げていただきたい。 

また、もっと活性化するにはどうすればいいかと常に思っています

し、いろんな団体の責任者である出席者の方も、皆さん悩んでらっし

ゃると思います。社会教育委員会議としても、そういうことに積極的

に関わって助言していくということも良いと思います。 

ただ、全員で関わり合うのは非常に難しいので、小委員会なりタス

クフォースなり、時間が取れる方２・３人でもいいから、団体の責任

者の方と議論するような場を作ったら良いと思います。そうやって具

体的に取り組んでいけば、もっと活性化していくと思います。 

 

会議長     ありがとうございました。レスポンスを速くしていくことの具体的

な関わり方をお話になったと思います。 

        提言自体は、目的として非常に大きな目標であるし、また内容的に

も非常に広い範囲を持っています。その大きな目標の中にある小さな

目標に、いくつも重要なものがありますので、来年に向けては、それ

を理論化、活動化していく具体的な指針を出していけばと思います。 

社会教育委員会議のメンバーが入り、提言・助言していくことによ

って社会的な公共的事業が活性化されてくる。ここで役割が果たせる
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のではないかというご提案でありました。 

その指針の裏付けとして、事務局にお伺いします。社会教育委員会

議を通じて補助金を出していますが、その補助金の使途や目的等につ

いてのご報告は、大体どの程度の内容があるのでしょうか。 

 

地域教育課長  補助金の交付につきましては、事業計画書、団体の規約、予算書、

それと事業終了後の事業報告、決算報告等を詳しく書いていただいて、

活動の内容や趣旨が具体的にわかるようにご説明いただいておりま

す。 

また、別に要望書を書いていただき、補助金の趣旨をしっかり確認

する機会を作ったり、個別にヒアリングをして、適正であるか判断し

て報告しています。そして、今までの経過や活動の規模など、様々な

要素を組み入れて補助金を決定しております。 

 

会議長     わかりました。かつて、そのプロセスの中に、意見を具申してもい

いのではという意見もありました。今回、さらにそれを題材にして、

社会教育委員として果たせる役割があるのではないかというご発言

でしたが、そういうプロセスの中で、もう尐し具体的にどういうこと

があればいいとお考えでしょうか。 

 

委 員     私の団体では、地域に協議会を作って研修会をやるとか、市全体の

協議会を作って講演会や研修会をやったりしています。それが本当に

活性化に向いているのか常に思っていますので、興味・関心があるよ

うな委員の方、何人かに集まっていただいて、一緒に相談させていた

だく会があったらいいと思います。その提案が違うこともあると思い

ますが、提案なり、外部の目で見ていただいてもいいと思います。 

 

会議長     大きく言えば資金の流れですので、非常に難しい話です。慣例的に

奈良市として行われてきたことについて、その資金の更なる活性化と

いう意味で、公共という大きな立場から働きかけができるのではとい

う話だと思います。これにつきましては、もう尐し事務局の方と話を

詰めて、具体的な提言というのが実現でき、活性化につながるような

形で何か申し送れないか、もう尐し話し合っていきたいと思います。 

        それでは、他にございませんでしょうか。 

 

委 員     分科会をやめてしまいますと、年に一・二回集まるだけの社会教育

委員会議に戻ってしまいます。他のところでは非常に大きな活動をさ

れておられる中で、奈良市の社会教育委員会議が何をするのかが非常
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に重要だと思います。 

        ご提案のありました「社会的親のプロジェクト」、これと「図書館」、

このあたりを次年度の分科会のテーマにしてはどうかと思います。 

動く社会教育委員会議なのか提言する社会教育委員会議なのか、こ

れは非常に重要です。動くというのは中々難しいですけれど、この社

会的親というキーワードは、社会教育の中の分野として、地域での教

育と青尐年育成というところに当てはまると思います。ですので、こ

の社会的親というのをキーワードでやっていけばどうかと思います。 

私の理解では、実の親ではないけれども、地域社会それぞれの人が

尐しでも地域の子育てに協力しようというのが社会的親だと思いま

す。その実現のためにどうしていけばいいか、そういったあたりの提

言を、小委員会・分科会で考えていけばよいかと思います。 

        それと、今年の成人式は非常に評判が良かったですが、何をどう変

えられたかお伺いできればと思います。 

 

会議長     はい、わかりました。それでは、成人式、何をどう変えられたかと

いうご質問でございますが、いかがでしょう。 

 

地域教育課長  はい。ご報告申し上げます。変えたところは、はっきり言って何も

ございません。ただ、今までの提言をいただいて工夫しましたのは、

対象者に馴染みやすくして、新成人代表の自主的な運営でしっかりや

っていくことでした。 

まず新成人の代表をどのように選ぶかですが、しみんだよりだけで

の公募では応募者がございませんでしたので、高校の OB の方や大学

といった対象者がいる場所に直接広報をいたしました。その結果、六

名の代表に集まっていただき、我々の運営趣旨を説明した上で、その

新成人の意見を尊重しながら運営していきました。 

また一つの大きな変化としましては、ボーイスカウトやガールスカ

ウトの方々もご協力いただいて、昨年にも増して呼びかけをさせてい

ただき、新成人たちがたくさん入ってくれました。そして、昨年と同

様にウェルカムコンサートを行い、固いイメージをなくすことに主観

をおいて案内させていただきました。今まで、多くの子どもたちが会

場内外で同窓会をしていたんですけれども、それが今回、たくさん会

場に入って、ほとんど満席になりました。また、全体の進行を妨げる

ことはあまりございませんでしたし、あっても簡単な注意で引き下が

ってくれました。 

その辺は、子どもたちの理解、その場の全体の空気を壊さないとい

う空気が成人式の中にあったように思います。ですから、マナー、そ
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の場の空気に馴染むといったことに関しては、新成人が成長している

のかなと感じているところでございます。 

 

会議長     ありがとうございました。大きな枠組みが変わっていない中で、バ

ランスの取れたマナーが文明化してきたというところだと思います。 

ボーイスカウトやガールスカウトの子どもたちも、昨年より馴染ん

だ形で誘導がなされていました。これまでのご努力が、尐しずつ実現

されてきているという印象でした。 

それで、成人式とは何であるのかというのが、尐しずつわかってく

るようなきっかけが必要だと思います。この中で、委員の提案にあり

ました来年度に向けての課題、社会的親の育成というようなプロジェ

クトが一つで、もう一つは図書館活動についてのプロジェクトです。 

これを、小委員会のような活動的な組織で集中的に議論し、それを

本会議に向けて提案するという、これまでのやり方を発展的に継承し

ていった方が良いというご意見でしたが、どうでしょう。そのことに

ついて申し送るということで、ご異議等あるいは付加する意見等ござ

いましたらお願いしたいと思いますが。よろしいでしょうか。 

それでは、来年度に向けての方針としては、小委員会を継続する。

そして大きなテーマの枠組みとしては、社会的な親ということでイメ

ージされる具体的な目標、これに向けての議論と活動、さらに具体的

に何をどうするかですが、例えば具体的には資金の援助においての方

針やプロセスなどの意見を申し上げる。このことについて、慣例的な

中で許されている変更がどのあたりなのか、これを尐し事務局と詰め

て、来年度に向けての方針という形で申し送りをさせていただきたい

と思います。 

それでは、その他に移らせていただきたいと思いますが、よろしい

でしょうか。 

 

 

案 件 ３  その他 

 

会議長     その他でございますが、何かございませんでしょうか。 

 

委 員     奈良市の教育委員会のメンバーは学校の先生か PTA といったメン

バーです。ぜひ、社会教育関係のメンバーも入れていただくような行

動を取っていただくとありがたい。 

        また、今日も傍聴の方がおられません。非常に残念なことです。ぜ

ひ、傍聴が出るような活発な活動をできるように考えたらと思います。 
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        そして、何も言われてない方がたくさんいらっしゃいますが、皆さ

んぜひ一言くらいでも話していただきたい。 

 

会議長     ご発言いただいてない方々がたくさんいらっしゃいますが、もっと

気楽にお話いただければ、皆さんに共有されるのではないかというご

意見であったと思います。 

        教育委員会に、社会教育関係のメンバーがいないということについ

てですが、社会教育の分野についても、生涯教育に近い世界でいらっ

しゃったと思いますが。 

 

委 員     金春先生は社会教育分野の方です。芸能文化、芸術とか美術とかの

方だと思います。 

 

会議長     人事の件に関して言う権限が、どれほどあるかどうかわかりません

けれども、尐し努力してみたいと思います。 

        それと傍聴について、目に見えて緊迫感があって判断が迫られるよ

うな活動がなされていけば、興味を持って傍聴者として出席いただけ

ると考えますので、広報活動を含めて尐し事務局と話をして、申し送

りとさせていただきたいと思います。 

        他にございませんでしょうか。 

 

委 員     市の校園長会の代表で参加させてもらっています。 

        どこでも誰でも学習できる場の構築は、もう十何年も前から一向に

変わってないというのが正直な思いでございまして、その意味では、

本当に一年間いい勉強をさせてもらったと思っております。 

来年度からは二年続けて来られるメンバーを選出するつもりです

ので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。 

 

会議長     引き続き来られる方についても、期待させていただきたいと思いま

す。ありがとうございました。 

        ほかには何かございますか。よろしいでしょうか。 

 

事務局     （参加報告無しの大会等に係る説明） 

         平成二十三年度人権教育シンポジウム 

大会当日、委員欠席のため報告無し。（資料無し） 

第二十三回奈良県社会教育研究大会 

台風十二号の接近に伴う中止のため、資料のみ配布 
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会議長     ありがとうございました。任期満了のよる改選に伴って退任される

方がおられますので、ご紹介していただきたいと思います。 

 

司会      （退任者紹介） 

          後藤 康子 委員・巽 正 委員・玉置 敦子 委員 

          東口 明史 委員・山中 和代 委員・山中 尚子 委員 

 

各委員     （各席にて挨拶） 

 

会議長     ありがとうございました。それでは、これをもちまして平成二十三

年度第二回奈良市社会教育委員会議を終わらせていただきます。 

 

 

◎ 閉 会 

 

 

  

 


