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下  森  宏  昭（広島県議会議員）  
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永  井  初  男（広島県都市教育長会（安芸高田市教育委員会教育長））  

濱  西  文  子（広島県公立学校校長会連合会（広島市立青崎小学校長）） 

山   村   惠美子（公益財団法人広島県男女共同参画財団）  

柚  木  尚  美（一般社団法人教育ネットワーク中国研修委員  

広島修道大学学長室長）  

米  川    晃（公益財団法人広島県私立幼稚園連盟理事長）  

 

２  欠席委員（ 50音順）   

城  戸  常  太（広島県公民館連合会会長，広島県議会議員）  

曾  根  幹  子（広島市立大学国際学部教授）  
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藤   井  寿美枝（広島県公共図書館協会 (広島市立中央図書館副館長（事）

管理課長 )）    

 

３  出席職員   

  諸  藤  孝  則（広島県教育委員会事務局教育部長）  

十  時  明  子（広島県教育委員会事務局教育部生涯学習課長）  
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平成 28年度第２回広島県生涯学習審議会 

社会教育分科会次第 

 

日 時 平成 29年２月 14日（火） 

午後２時 30分～午後４時 

場 所 県庁東館６階 審理審問室 

 

 

１ 開会 

２ 教育部長挨拶 

３ 分科会会長挨拶 

４ 議題 

・答申「広島県におけるこれからの生涯学習の振興方策について」を踏まえた 

取組等について 

５ 連絡事項 

６ 閉会 
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藤島係長 会議の開会に先立ちまして，本日の会議に御出席の委員は，11名であり，広島県生涯学習審議会条例第６条第

２項及び第７条第５項に規定する定足数を満たしておりますことを御報告させていただきます。 

また，本日の会議の模様は，議事録作成のため，録音させていただくとともに，県教育委員会のホームページ

で，県民の皆様にお知らせするため，適宜，写真撮影をさせていただきますので，あらかじめ御了承ください。 

よろしくお願いいたします。 

    ただ今から，「平成28年度第２回広島県生涯学習審議会社会教育分科会」を開催いたします。本日は大変お忙

しいところ，お集まりいただきまして，誠にありがとうございます。開会に当たりまして，教育部長の諸藤が御

挨拶を申し上げます。 

諸藤教育部長 それでは失礼します。開会に当たりまして，一言御挨拶申し上げます。本日は，大変お忙しい中，御出席をい

ただきまして，誠にありがとうございます。委員の皆様方には，本県教育行政，とりわけ生涯学習振興・社会教

育行政につきまして，格別の御理解と御協力を賜り，厚く御礼申し上げます。 

また，夏に開催いたしました全国高等学校総合文化祭及び全国高等学校総合体育大会につきましては，皆様方

の御支援をいただきまして，盛会のうちに終了いたしました。改めて御礼申し上げます。 

さて，県教育委員会では，「広島で学んで良かったと思える日本一の教育県の実現」を目標に掲げ，「広島版『学

びの変革』アクション・プラン」に基づき，生涯にわたって学び続け，多様な他者と協働しながら新しい価値を

生み出す力を身に付けることができるよう，取組を進めているところです。昨年に策定されました「広島県 教

育に関する大綱」の中では，「幼児期から大学・社会人」までを見据え，学校，家庭，地域が一体となって「オ

ール広島県」で，人材を育成していくことが求められており，県教育委員会では，中期的な施策等を明確にする

ため，この度広島県教育委員会主要施策実施方針を改めて策定したところです。こうした状況の中で，生涯学習・

社会教育におきましても，平成 23 年の当審議会の答申を基本として，家庭や地域の教育力の向上，社会教育施

設の活性化等について様々な取組を行っており，また，幼児教育においては，このたび策定した推進プランに基

づいて，乳幼児期の教育・保育の充実を図ることとしております。 

     なお，本日は，平成 28 年度の取組の成果や課題について御説明させていただき，委員の皆様から御指導，御

助言を賜りたいと思います。どうか，充実した審議となりますよう，御協力をお願い申し上げまして，簡単では

ございますが，開会の挨拶とさせていただきます。 

藤島係長 引き続いて，有本会長に御挨拶をお願いしたいと思います。 

有本会長 年度末が近づいており，皆様大変お忙しいと思いますが，時間を割いて御出席いただきまして，ありがとうご

ざいます。 

今，教育部長からオール広島県でやるというお話が出ましたが，広島県は幼児教育から社会人までのスパンで

取組をスタートしていまして，事前に幼児教育の資料を見させていただきましたが，これはまさにアクティブラ

ーニングだと思います。ドイツから入ってきたフンボルト・モデルという研究と教育と学習を統合したモデルを，

アメリカでは比較的早くから取り入れたのですが，日本ではこの 100年間，大学の場合では研究は非常によくや

ってきたのですが，教育のティーチングとかラーニング，スタディが非常に弱かった。今それがようやく日本全

体（オールジャパン）でやるという状況になってきている。研究だけでなく教育と学習をやらないと，世界に太

刀打ちできないということになる。子供のときからサポートされながら自立し，主体的に学ぶ。それは小学校，

中学校，高等学校，大学から社会人へつなげていくことです。このことは自覚してやっていくようにしないとい

けない。大学もそのことを踏まえて取り組んでいる状況です。 

大学レベルでいうと，トムソンロイターやロンドンタイムズが中心にやっている世界大学ランキングが，一番

インパクトが大きいと思うのですが，これは研究中心のランキングです。研究，教育，学習の統合からいえば，

研究が中心で動いてきたのですが，アメリカの大学は，同じトムソンロイターが中心になって，学生が教育をど

う思っているかという調査を最近になって大々的にやりました。そうすると，研究が良くできる上位ランキング
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の大学が落ちてきたのです。ハーバード大学もだいぶ落ちました。教育と研究の両方をきちんとやるということ

が，今大々的にアメリカでは始まりました。この流れはいずれ日本にも入ってきます。５年先か 10 年先かわか

りませんが，そういう動きになってくる。これは，研究と教育を両立するというモデルなのです。これにもう一

つ学生を入れて，３者が両立してくるという方向で動いていくと思います。世界的にそういう流れが定着しつつ

あります。私が今言ったことは，しばらく先に日本でもそうなってきて，大学や高校などの学校にもそのモデル

が浸透していくということです。生涯学習はそこへつながっていますので，当然やっていかないといけない状況

になると思います。どうぞよろしくお願いします。 

藤島係長 ありがとうございました。続いて，本日御出席いただいております分科会委員の皆様方の御紹介は，資料２枚 

の出席者名簿によりまして紹介に代えさせていただきます。それでは，早速次第に沿って進めさせていただきま

す。 

なお，この後の進行は有本会長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

有本会長 それでは，ただ今から議事に入らせていただきます。まず，審議会の会議の公開について取決めを行いたいと

思います。事務局から説明してください。 

藤島係長 それでは，会議の公開の取り扱いについて，説明をさせていただきます。資料番号 12 を御覧ください。広島

県生涯学習審議会は，「広島県教育委員会が所管する附属機関等の会議の公開に関する規則」第２条により，原

則，公開するものとなっております。そして，同条第３項の規定により，「会議の公開方法」や「会議を非公開

とする場合」の決定については，本審議会において決定するものとされております。本審議会では，これまでい

ずれも同条第２項に定める「傍聴」と「議事録の閲覧」の両方により公開を行っておりますので，今回も同様の

方法による公開を御提案いたします。 

ただし，本日は傍聴希望者がありませんので，結果的には「議事録の閲覧」のみということになります。以上

でございます。 

有本会長 ただ今の事務局からの御提案について，特段の御異論がなければ，この方法により本会議を公開することとし

たいと思いますが，いかがでしょうか。それでは，そのようにさせていただきます。 

 

 

答申「広島県におけるこれからの生涯学習の振興方策について」を踏まえた取組等について 

 

有本会長 それでは，会議次第に沿って，会議を進めてまいりたいと思います。答申「広島県のこれからの生涯学習の振

興方策について」を踏まえた取組等について，事務局から説明をお願いします。 

坂村社会教育監 それでは，資料番号１の今年度の取組結果について御説明申し上げます。通常，第２回目の社会教育分科会

では，平成23年に当審議会から出された答申の４本の柱に基づいた施策や取組の推進の状況を皆様に報告し，御

意見や御指導をいただいているところです。 

しかし，昨年５月に開催した第１回社会教育分科会で，委員の皆様から，次の３点について御意見をいただき

ました。１点目は，公民館が老朽化しており，耐震化ができていないことから，「公民館等の耐震化について，

文部科学省以外の補助制度が活用できないのか。」という御意見。２点目は，「市町職員の研修について，社会

教育分野からの人材育成だけでなく，地域課題に取り組むために，少し幅広い展開ができる研修プログラムを

組み立てていただきたい。」という御意見。３点目に，「社会教育主事について，公務員だけの人数でなく，委

託業者も含めて，県全体の社会教育主事の状況を把握する必要があるのではないか。」という御意見でございま

した。そのため，例年であれば，４つの柱に沿って取組内容を順次御説明していくところですが，今回はこの３

点の御意見に対する御説明をさせていただくため，４本柱の取組は，内容を絞って説明させていただきます。 

なお，説明する項目の文字は朱書きにしております。 
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それでは，資料番号１を御覧ください。一覧表の左端の答申の柱【１】「社会や地域の課題に関する学習機

会提供の推進」について説明させていただきます。 

ここでは，３つの施策がございますが，１つ目の施策「市町において，社会や地域の課題に応じた学習機会

が提供できるよう市町職員の支援」について御説明します。これまで，市町職員が住民に対し，課題に対応した

学習機会を提供できる力をつけるための研修の充実に取り組んでまいりました。しかし，地域課題は多様であり，

特に首長部局が所管する関連課題については，現在の研修内容に十分反映されていませんでした。そのため，「事

業・取組内容」の部分にありますように，今年度から，地方創生の動きを加味した研修内容に見直し，対象を首

長部局職員にも拡大するという改善を図りました。しかし，右端，｢成果と課題｣の部分のアにありますように，

取組が不十分で，首長部局からの参加者は非常に少ない状況であったため，課題として挙げております。今後に

向けては，同じ箇所の下のア→のとおり，首長部局への積極的な働きかけなど，更なる取組を促進してまいりま

す。 

続いて，同じページの下側，答申の柱【２】「生涯学習・社会教育を推進する人材の育成・確保の推進」に

ついて説明させていただきます。事業・取組内容の「ウ 子供の読書活動ボランティアの育成」を御覧ください。

これまで，地域人材の育成については，放課後等の子供たちの体験活動の充実や家庭教育支援の人材育成を中心

に取組を進めてまいりましたが，今年度初めて，学校と連携して子供たちの教育環境を支える地域人材育成のた

めの交流会を実施しました。右端の｢成果と課題｣ウ◎の部分ですが，この交流会は，今年度は読書活動をテーマ

に行い，読書ボランティア，学校教職員，図書館職員，市町行政職員の参加を得て，学校と地域の連携について

活発な意見交換をすることが出来ました。来年度は，下の枠ウ→の部分にありますように，読書活動に加え，学

習支援の活動をされている地域ボランティアの方や，学校と地域をつなぐ役割を担っている公民館職員の方々に

も参加していただける内容で実施したいと考えております。 

続きまして，２ページ目の上側，答申の柱【３】「公民館等を拠点とした学校・家庭・地域の連携・協力の

推進」について説明させていただきます。はじめに施策の欄の一番上，「家庭の教育力向上」の中の「イ 乳幼

児の親への支援を重点化した取組」を御覧ください。これまで，家庭教育支援は「『親の力』をまなびあう学習

プログラム」という県独自で開発した教材を活用した親への学習機会提供を中心に行っていましたが，昨年度か

ら乳幼児の親への支援を重点化させ，今年度は，右端，｢成果と課題｣のイ◎にありますように，乳幼児期の教育

等の充実のための「『遊び 学び 育つひろしまっ子！』推進プラン」を策定し，その中に乳幼児の親に対する

家庭教育支援の施策を盛り込みました。次年度以降その下，イ→に示しましたとおり，プランに基づく取組を実

施してまいります。 

次に同じ柱の施策の４つ目「公民館等の活性化」について御説明します。これまで，｢事業取組内容｣の部分に

あるとおり，公民館等の活性化支援として，公民館職員への研修の充実はもとより，公民館が講座を企画する際

に役立つ，県からの出前講座情報や講師情報，助成金情報などを「公民館等お役立ち情報」として提供したり，

公民館連合会と共催で「モデル事業」を実施するなどの支援を行ってまいりました。今年度は，右端，成果と課

題にあるとおり，公民館活動の好事例紹介も新たにはじめたところですが，十分な施策という点では非常に課題

があると考えています。今後の方向性については別紙にて御説明させていただきます。 

資料番号２を御覧ください。公民館支援についての今後の方向性を御説明します。公民館支援を考えるに当た

って，今年度公民館等職員のニーズをアンケート調査いたしました。アンケート結果は，この資料２ページに記

載しておりますが，公民館職員の期待する振興施策や取り組みたい分野，また，(2)に記載しておりますこれま

での取組，この２つの視点を踏まえ，公民館等を拠点とした学校・家庭・地域の連携・協力の推進について県の

取組の方向性を検討しております。新たな取組の方向性としては，タテ２に記載しておりますとおり，地域住民

等の参画により，地域全体で子供の成長を支える取組を支援する「地域学校協働活動推進事業」において，公民

館等のコーディネート機能が発揮されることを促進する事業を検討したいと考えております。具体的には，平成
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29年度は(1)のとおり，これまでの体験活動の提供を主とする放課後子供教室に加え，新たに，学習支援を行う

事業の実施及び先程答申の柱【２】で御説明した，地域ボランティア等の実践交流会の実施により，学校・家庭・

地域のネットワーク化を図ります。さらに，公民館等への支援策として，(2)のとおり，公民館等を拠点とした

新たなモデル事業を検討してまいります。検討にあたっては，この資料の３ページに記載しております，地域と

学校の連携・協働の推進に向けた本県や全国の優れた事例を参考にしたいと考えております。 

続きまして，第１回分科会で公民館の耐震化等について，「文部科学省以外の補助制度が活用できないか」と

いう御意見について御説明します。資料番号３を御覧ください。耐震化等について，可能性のある補助制度等を

まとめております。昨年度末に消防庁から防災拠点の耐震化状況が公表され，公民館等の耐震化率が低いことが

明らかとなっており，県としても重要な課題であると認識しております。このため，今年１月から各市町の教育

長を直接訪問し，この資料を情報提供し，耐震化の検討について依頼をしているところです。 

資料番号１の２ページへお戻り下さい。最後に下側，答申の柱【４】「生涯学習振興行政・社会教育行政の

充実」について説明させていただきます。こちらについては，御意見に対する回答のみの説明とさせていただき

ます。 

１つ目の施策「生涯学習・社会教育関係職員等の専門性の向上」の欄を御覧ください。右端の枠「成果と課

題」にありますが，第１回分科会で，「地域課題に取り組むために，幅広で展開できる研修プログラムの組み立

てを」という御意見をいただいておりました。これについては，ア→の部分，今年度から取組を始めた「訪問型

研修」により，各市町の状況や要望に応じたオーダーメイドの研修で支援を行ってまいります。 

続きまして，２つ目の施策「社会教育主事の養成・育成」についてですが，こちらも右端の枠「成果と課題」

にありますが，第１回分科会で，「県全体の社会教育主事の配置状況を把握すべき」という意見をいただいてお

りましたので，県内市町へ調査等を行った結果等も踏まえ，社会教育主事の状況について，説明をさせていただ

きます。 

なお，社教主事については，制度創設が昭和20年代からの国の制度であり，大変長い歴史があり，これまで

の課題や見直しの経緯があるため，単に本県の現在の数字だけを御説明するのではなく，全体像とともに御説明

します。 

資料番号４を御覧ください。これは文部科学省の「社会教育主事制度に関する基礎資料」に本県状況を一部

追記したものです。なお，水色で囲んでいる箇所は，本県の状況となっております。 

それでは，１ページの社教主事制度の概要を御覧ください。社教主事とは社会教育法に基づき，都道府県・

市町村の教育委員会に置くこととされている専門的職員であり，地域の社会教育行政の企画・実施及び専門的技

術的な助言と指導を行うものです。２ページを御覧ください。このグラフは，平成８年からの配置人数と配置率

を示しており，社教主事は，法律上必置とされているにもかかわらず，配置率・人数は減少しています。広島県

は平成15年度からの数値ですが，おおむね全国より配置率が低い状況があり，増減を繰り返しながら，市町村合

併の進行もあって，現在は全国とほぼ同水準となっております。 

なお，前回の御意見を踏まえて県で調査したところ，16ページ右端，「指定管理」の部分のとおり，指定管理

施設での社教主事有資格者数は107名となっており，すべて広島市です。 

３ページを御覧ください。社教主事を配置していない理由ですが，「有資格者がいるが発令していない」に次

いで「有資格者がいない」というものが多く，予算，人員削減をあげているところもあります。４ページを御覧

ください。人口規模による配置の状況ですが，全国の状況の表の隣に本県の状況をつけておりますが，小規模ほ

ど低くなっております。５ページを御覧ください。このような全国状況を受け，中教審生涯学習分科会で平成25

年に見直しが行われ，一部はまだ継続しているところです。中教審での議論として，６ページの下，アンダーラ

インの部分「社教主事の位置づけ，配置の在り方，養成（講習）の仕組みの構築等を総合的に検討する必要があ

る」とされました。７ページを御覧ください。中教審生涯学習分科会での議論を簡単にまとめたものになります。
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一番上の四角囲みの，現状と課題は先程御説明したとおりです。議論の結果，その四角囲みの下部，大きい文字

であるように「引き続き社教主事は必置を原則とするのが望ましい」との結論となり，方向性等が整理されまし

た。中段の左側の四角囲み，今後の在り方として，「社教主事が自らの果たすべき職務を明確に認識すること」

「意識的に首長や地域に対して発信していくこと」という方向性が示されています。また中段の右側の四角囲み，

社教主事の資質・能力の養成の仕組みの構築については，「カリキュラムの抜本的見直しの検討が必要」とされ，

こちらは現在も検討が続いているところです。 

次に，８ページを御覧ください。社教主事になる前の勤務・所属先は円グラフのとおりとなっております。

続いて９～10ページを御覧ください。社教主事の勤続年数は，都道府県では「３年未満」が半数近く，市町村で

は「３年未満」と「10年以上」と両極になっており，また，司書や学芸員に比べて短めです。続いて11ページは，

社教主事の資格取得方法となっていますが，円グラフのとおりです。 

次に，12ページを御覧ください。社教主事に求められる能力は，企画立案能力，コーディネート能力，専門

性では事業の企画・立案・運営であり，住民対象の事業の実施を期待されていることがわかります。13ページを

御覧ください。業務に対する社教主事の意識についてですが，教育委員会が期待するのは，社会教育計画の立案，

ニーズの把握，学習計画の立案が多く，社教主事自身は，ニーズの把握，学校との連携，社会教育計画の立案が

多く，組織からは，計画立案といった行政としての施策の立案に直接関わることへの期待が大きいが，社教主事

自身は，より直接的な事業を志向していることがわかります。14ページを御覧ください。全国的にみて自治体で

は，有資格者の活用はほとんど考えられていない実態があります。３ページで説明しました，「有資格者がいる

が，発令していない」という配置しない理由と併せて考えると，有資格者の有用性や有効性が理解されていない

と考えられます。15ページを御覧ください。最後に，社教主事講習の受講者は近年ほぼ横ばい状況となっており

ます。 

なお，本県における社教主事及び有資格者数は，先程御覧頂いた16ページの一覧表を御覧ください。以上，社

教主事について，国の動きを踏まえて本県の状況を説明させていただきました。 

国の資料に，社教主事の職務内容の重要性の発信を通じてその認知度を高めていくことなどの課題が示され

ており，本県も同様の課題があると認識しております。今回の実態調査を踏まえ，本県の社教主事の課題等を

さらに分析・検討し，その力を生かす施策や研修の充実を図ることを，進めていきたいと考えております。説

明は以上でございます。 

有本会長 事務局から説明がありましたが，御質問・御意見がありましたら御発言ください。前回の会議での委員からの

御質問に対する回答も含んでおりましたので，そのへんのことも踏まえて御質問等がありましたらお願いします。 

山村委員 公民館の耐震化のことについて御説明いただいたのですが，質問させていただきたいと思います。補助などの

一覧はこちらに示していただいているのですが，市町におきましては，公共施設の見直しということが，非常に

これから進められていく中で，「老朽化に対してこういう補助があります，だからお使いください」というので

はなくて，やはり市町におきましては，どんどん財政がひっ迫していく中で，どうしても統廃合ということを一

番考えるのですね。その中で，積極的に公民館などを残していくうえで，統廃合とか複合施設のようなものに含

めるというようなところで，何か補助的な支援などを，県あるいは国の方で考えられているのかお聞きしたい。 

有本会長 補助制度等について一覧にまとめて報告をいただいたのですが，今の御質問に対して，全国的な補助や広島県

における重点的な補助等について御回答いただけますか。 

藤島係長 まず県の状況ですが，財政状況が非常に厳しいため，県独自での財政支援ということは，まだ立ち至っており

ません。国においても，文部科学省の補助制度は御存じのように既になくなっており，今，補助制度としてあり

ますのは，一覧表に示していますとおり，国土交通省の補助制度がメインとなっております。この国土交通省の

補助制度というのは，公共土木施設等の沢山あった補助制度が，平成 22 年頃に一本化してまちづくりのための

補助制度ということで，整理をしております。これが今のところ活用できるものとしては，メインの補助制度と
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考えています。ただ，この中にもさらに細かいメニューが沢山ありまして，色々採択基準が異なりますので，活

用するにはケースバイケースで判断いただくことになります。具体的には各市町，県の担当部署に問い合わせい

ただくことになります。 

有本会長 関連したものでもいいですし，他のことで御質問・御意見はありませんか。 

江種委員 社会教育主事の調査結果はなかなか興味深いのですが，資格を持っているけれど発令されていない方も，知見

などを生かして活躍されているのだろうということは推測できるのですが，市町によっては資格をもっていない，

資格を持った人が全くいない，というところもいくつかありますよね。そういう市や町に対して，県から採用し

なさいというような指導ができるのでしょうか。 

十時課長 直接指導という形は難しいのですが，お願いという形で，その必要性を御説明して，働きかけを行うというは

恒常的に行っております。定期的に各市町教育委員会を訪問させていただいておりますので，該当の市町に対し

ては，制度やどうすれば資格が取れるのかということを含めて，御説明をさせていただいています。 

ただ，それぞれ市町には御事情がありますので，配置になる場合もありますし，なかなかそういう人材がいな

い状態が続いてしまうところもございます。 

江種委員 資料の中に，市長会が社教主事の必置規制をやめてほしいという要望を提出したとありましたが，行政のトッ

プが必要性について認識していないということは，大きな問題だと思うのですが，このへんの対策が最も問われ

ているのかもしれない。そうなると，なかなか県の立場から言いにくいところがあるのかなと思ったのですが，

どうなのでしょうか。 

十時課長 委員がおっしゃるとおりで，国の審議の中でも，やはりもっと社教主事の専門性や役割などがしっかり認識さ

れなければならないということが課題として出され，そのためにどうしたらいいかという議論がされていると理

解をしております。 

本県でも同じような状況があると思っておりますので，国の資料では社教主事自身がそういう自覚を持ってい

るのかという表現がありましたが，それだけではなくて，社教主事が十分に力を発揮できるような施策がないと

いうことも課題とする必要があると思います。個人の力で何かアピールしたりといったことだけを要求するのは

難しい面があると思いますので，県としては社教主事がしっかり役割を果たせるような施策をつくっていかなく

てはいけないという方向で，検討していきたいと思っております。 

有本会長 社会教育主事の必置規則があるのに対して，全国市長会が撤廃したらどうかという案を出し，それに対して審

議の結果は，やはり必置は続けていくというあたりが，有資格者が必ずしも活用されていないというところの問

題となっている。このままでいいかということで，少し葛藤があるように思うのです。この状況をこれからも続

けていくということは，資格を持っている人を活用できるような条件を整備しなければ今までと同じ状態が続く

ということです。 

これはかなり重要な問題です。大学でもペーパーティーチャーが結構多く，教員の資格を持っているが活用さ

れていない，教壇に立たない人が多いわけです。そんな問題と多少関係があるかもしれません。資格者を沢山養

成するということは良いことだと思うのですが，これを実際に活用するという受け皿が整備されていかないと，

矛盾したまま持続され，形骸化していくことになります。これは審議会の場では初めて議論することですが，非

常に大事ですので，われわれもインプットして良い方向に持っていけるように考えていきましょう。 

安藤副会長 社教主事については，がっかりしました。配置率 60％は数字のうえだけの話で，現場に立っている人は，県

内で 28 人しかいないという状況。資格者は 200 人近くいらっしゃるのに現場にいないという，そんな現実のま

までいいのかという気持ちになります。もったいないということもありますし，根本的に検討していかないと，

実際社会教育そのものが先細りしてしまう。例えば農業関係でいうと，かつて農業改良普及員，生活改良普及員

制度があって，県の出先の中に農業改良普及所の位置づけがあったが，それがこの十数年前に制度が無くなって

しまったという実態がありました。非常にきめ細かい企画をしながら現場に立って色々と指導もやったり，改良
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もやったりと成果が上がってきていたのですが，社教主事もそれに近いような状態が来るのではないかと思いま

す。確かにバックボーンとして法律はあるけど，その法律が生きていないのではないか，生かされていないので

はないかという失望感といってもいいぐらいの感じがするのです。答申したものを具体的な事業の中で発揮して

もらっているのですが，特別にまた社教主事の配置に関わる検討というか，具体的にどうしたらいいかというこ

とも，もっと本気で考えていく必要があるのではないかという気がするのです。各自治体，市町にお願いをする

ことで終わってしまうだけでいいのかどうか，もう少し積極的な働きかけが必要なのではないかと思っています。 

島根県では，新入の公務員を地区の公民館主事に経験がなくても配置する。現場で地域の人々とやり取りする

中で，公務員感覚を学び，地域の課題や解決策を体験的に身に付けさせる。公民館が職員研修の場であると本気

で考えられて，現在非常に良い成果が上がっているまちも身近にあったりするわけです。そういった中長期に職

員の質が高まるようなしかけを含めて，検討・議論する必要があるのではないかと思う。 

有本会長 建設的な意見を言っていただいたと思います。資格を持ち，基礎能力があるわけですから，資格を持っている

人を何らかの形で活用すれば，そこから新しいアイディアとかやり方とか生まれてくる可能性もあると思うので

す。これを活用しないと何も出てこないままで終わりますから，今，安藤委員がおっしゃったような形で，何ら

かのしかけをするというのは必要だと思います。審議会としては，積極的にそういう方向で考えるのが望ましい

ということですから，県の行政レベルのところで，もし具体策があれば仕掛けていただきたい。このままではじ

り貧になっていく可能性があるので，審議会としては良くしていくという観点から議論して，リコメンデーショ

ンする必要があると思いますので，ぜひお願いします。 

十時課長 御意見ありがとうございます。先程御説明を申し上げましたとおり，国では平成 25年，26年頃に，大きな枠

組みについて検討がなされていましたので，大きな方向性などが出るのかと思っておりました。結果的には引き

続き必置とするという形で，今は講習カリキュラムの見直しなどが行われている状況です。国では大きな変化が

ない中で，県独自に色々なことを考えていかないといけないと考えております。 

少し歴史的な経緯を振り返りますと，昔は派遣社会教育主事という国の制度があり，これは一旦県の職員にな

り，県から市町に派遣するというもので，特に小さい市町に対して県が支援することが十分できていました。こ

れも地方分権の流れの中で，制度が終わっております。もちろんそういう制度がなくても，島根県などは県独自

で派遣の制度をもっておられるという情報もございますが，広島県では現時点でそういったことは難しい状況で

ございますので，新しい形のものを模索していかないといけないと考えております。今回，委員の皆様から様々

な御意見をいただいておりますので，これから十分に検討していきたいと思っております。 

また，その際にはこの審議会で御意見を伺っていくことになると思いますので，どうぞよろしくお願いします。 

有本会長 人・物・金のうち，物・金がなかなか厳しいですから，人のところが一番中心になって物を動かしていくわけ

で，今の議論はそこを総括的に良くしていこうという議論ですから，この観点は持続して，何らかの形で反映し

ていただき，われわれの意見から次のステップが出てくれば，さらに良くするために発言することはあると思っ

ておりますので，ぜひお願いします。 

まだ色々と御意見があると思いますので，ぜひ御発言いただきたいと思います。 

米川委員 視点を変えさせていただいて，配付資料の社教連会報の中の徳島県の馬場会長の文章に「森のようちえん」と

いう文言があります。今，幼稚園の子供たちや乳幼児の子供たちが，親子での遊びはあるのですが，クラス単位

等の集団で自然体験ができる，安心して遊べる場が，少なくなってきているのではないかと思う。広島は山も海

も近いですが，そういう中で乳幼児期の子供たちが，安心して集団で遊べるような場というのが，昔はあったの

に，だんだん少なくなってきている。親子での遊びの場というのは，河川敷とか色々ありますが，クラス単位，

学年単位で，先生と子供たちが遊べるというか，自然体験ができるところが，広島県はだんだん減ってきている

と思う。そのため，「森のようちえん」的なものが県北の山沿いの方にできて，そして海の自然を体験できるも

のが瀬戸内海沿岸にできればいいなと思ったので，発言をさせていただきました。 
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今回の資料では，家庭教育の支援というところで，親子体験プログラムの普及促進と書いてありますが，これ

は親子での遊び場の提供だろうと思うのですが，公民館の中で集まって遊ぶというよりも，自然体験の中で遊ぶ

ということの方が，乳幼児期の子供たちにとっても，親にとっても，感動というのは全く違うのです。手遊びよ

りも体を使って自然の中で遊ぶということは，子供たちや親にとっても，いい勉強ではないかなと思います。 

有本会長 今の御意見についてどうでしょうか。 

十時課長 子供たちに対しては，体験活動と読書活動を大事にしております。読書については先程御説明させていただき

ましたが，体験活動については，委員がおっしゃった，特に集団での体験活動という部分は取組が薄いところで

す。県の施設は東部の福山少年自然の家一つしか現在はありません。そこでは幼児から大人までが使える色々な

自然体験プログラムを持っておりますが，全ての方にそこで対応することは現実には難しい状況にございます。

そのため，良いプログラムを開発して広めていかないといけないと考えているところであり，課題だと思ってお

ります。 

小学生になると学校教育の方で，「山・海・島」という子供たちが学年・クラス単位で体験活動ができるとい

う場面はありますが，幼児期のところは親子中心のプログラムになってしまいますので，「森のようちえん」と

いう形のものがどうかということはわからないのですが，自然体験を大切にしたプログラムの開発は必要だと思

っております。 

米川委員 小学校前の子供たちは，子供同士での集団生活を非常に喜ぶのです。そこに自然が絡んでくると特別な学びと

いうのがあるので，卒園した後の思い出として，また小学校でそこに行ったときには，ここは幼稚園の時に来た

よね，楽しかったよねということが思い出され，将来大人になったら，自分の子供にこういう経験をさせてやろ

うと思ってくれる。 

ある意味，広島はキャンプ場とかが減ってきて，さびれてきているのではないかと思います。 

有本会長 なぜさびれてきていると思うのですか。 

米川委員 一つは親子での自然体験の経験がない親が多いかなと思います。私たちが小学校・中学校のときは，林間学校

があり，飯ごう炊さんも沢山経験したと思うのですが，そういうものが学校教育の安全という中で，減ってきて

いるのかなと。今，山村留学という形で，３～４人でそこへ行って，自分たちでご飯を作ったり色々な経験をす

ることが，非常に少なくなってきている。自然体験できる場所も，三滝と福山と安芸高田の少年自然の家くらい

で，そういう場が少なくなってきていると感じている。 

下森委員 関連ですが，県の子ども会連合会の会長が陳情に来られ，年々子ども会の組織が弱体化している，少なくなっ

てきていると言われていた。その一つの要因が社会教育主事。昔は各市町の公民館単位で，社会教育主事の人が

先頭に立ってキャンプとか，やぐらの組み方とかを教えてくれたりしていた。そういった人も少なくなってきて

いるから，子ども会が成り立たなくなってきているという話がありました。 

田河内委員 私は中小企業家同友会から来ているのですが，今の時代は，女性も働けと，一億総活躍時代ということで，家

庭の中でお父さんもお母さんも働き，長時間労働を減らして働き方を変えようということなのですが，子供の視

点が抜けていると思うのです。親がどのような状況であっても，子供時代にやるべき体験が沢山あると思うので

す。それが親の状況によってすごく差がある。子供の貧困について，全国でみると６人に１人は貧困で，その子

供たちの状況というのが，家に絵本が一冊もないとか，クラブ活動をするためにお金がかかるのでクラブ活動が

できない，旅行した体験がない，映画や演劇を観たりした体験ができていない。それらを親の状況に任せるので

はなく，感性などを育てるためには色々な体験をした方がいいと思うので，公的なところで，社会教育主事がい

て，地域の中で色々な体験をさせていくとか，学校の中でオーケストラなどを聴きに行くとか，子供時代にこそ

平等に体験ができるように，広島県がスローガンを掲げてやっていくと，社会教育主事が各公民館にいて，子供

たちが平等に色々な体験ができるということになるのではないかと思いました。 

濱西委員 学校教育の場からの発言ですが，学校では，先程出ました「山・海・島」は，広島市以外の県内の小学校はほ
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ぼ 100％で３泊４日の体験活動をやっておりますし，小学校でも文化的な行事をどこの学校でもやっていますの

で，学校教育の中では，子供たちにそういう活動や体験をさせているところはあります。確かに子ども会の加入

率は地域によって差があるのですが，地域がしっかりしているところは，子ども会行事も盛んです。そういう意

味では，子ども会の行事で色々な体験をさせてもらっているところがあると思います。 

先程米川委員がおっしゃった幼児期のところは，保育園，幼稚園，どちらも行ってない方など，色々な方がい

らっしゃるので，そうおっしゃったのではないかなと私は思いました。そういう意味では，どこで子供たちに均

等な機会を設けていくか，そういうところで，生涯学習として力を入れていく必要があるのかなと感じました。 

柚木委員 資料番号４の中の社会教育専門職員の勤続年数が短いのは，何か理由があるのでしょうか。 

十時課長 個々の自治体の状況が個別に分かるわけではありませんが，普通の職員と同じように異動があるということか

と思われます。 

柚木委員 そのポジションにいる期間が短いということでしょうか。 

十時課長 専門職としてしっかりと認知されている方などは，長い方もいらっしゃると思いますが，一般の職員と同じよ

うに異動していく方もいらっしゃいます。 

柚木委員 大学で社会教育主事の資格を目指している学生たちがいるのですが，一生懸命勉強しても，なかなかそれを生

かせる場所がない。この資料を見ると，せっかくそこにいても３年ぐらいというのはとても残念ですし，学生か

らそういう職に就きたいと相談を受けたときも，なかなかこうすればいいよということが言いにくいため，ジレ

ンマを抱えております。せっかく資格を持っていらっしゃる方がいて，必要とされているのに，なぜそうならな

いのかなと思いました。 

有本会長 ありがとうございました。先程から御発言いただいていることに共通していることがあると思うのですが，日

本では子供を社会で育てているというところが，ちょっと弱いのではないかと思います。今やっと大学も無償に

するという議論が出てきています。高等学校は東京都が無償にするという議論が出てきました。子供の貧困につ

いての御意見もありましたが，子供を社会で育てるという側面が弱いという，アキレス腱が出てきているという

ことだと思います。 

子供は親が育てるということが基本ですが，北欧あたりは大学もタダで，社会が大学生も育てるという，国に

とって将来の重要な人的資源ですから，税金も高くしてみんなでお金を出し合って育てる。日本や韓国は親が育

てる。アメリカやオーストラリアは，どちらかというと学生が支払う。親はスポンサーで，18 歳ぐらいになっ

たら親から独立するという傾向があります。アメリカの大学は私立大学も授業料が 400～500 万円で，日本より

はるかに高いですから，奨学金を借りて，就職してから払うとしても，払えない状況もあり，このへんは問題が

あります。日本の場合は，概して全部親が負担しているため，親が限界で余力がなくなってきている。そのため，

社会で子供を育てるという視点が弱いということが出てきているのではないかと思います。 

21 世紀は明日どうなるかわからない知識社会であり，ロボットやＡＩとかが出てきて，下手をすると人間の

方が遅れてしまう。こういう世界へ出ていくわけで，小学校，中学校，高等学校の児童生徒，大学の学生をきち

っと教育して出さないと，日本の国も危ないです。このことに今頃気が付きだしたから，無償にするとかいう議

論が出てきているわけです。今は国の借金が１千兆円以上あるのですが，さらに教育国債をつくって借金を重ね

ようとしているのです。そうまでしてやろうとする考えが出てきているのは，日本の将来がかなり危なくなって

きているからで，そのため子供を社会で育てるという議論が出てきているのだと思うのです。だから，今の社会

教育主事が活用されないというのも，そういう視点から考えれば，いくらでも活用できる場があると思うのです。 

しかし，あまりそちらの方が強くなると，親が子供を育てるということが弱くなって，社会がやるのだから私

は知らないというようになっても困るので，そこはバランスをとるような方向でいくということが大事だと思い

ます。キブツ（イスラエルの農村共同体）とか昔の教育の領域とかでは，集団社会が育てて，あまり上手くいか

なかったという先例はありますが，スキンシップとか親子関係とか非常に大事ですから，そういうことをトータ
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ルに考えながら，やはりそれでも子供をきちっと社会で育てていくという発想は，これから必要になってくるの

ではないかなと思います。 

大場委員 社会で育ててということを身に染みて感じております。私はＰＴＡを代表してここに来ていますので，どうい

った形で公民館などと協力できるかということを，考えてまいりたいと思います。 

江種委員 資料番号１の成果と課題の付け方で若干違和感がありますので，申し上げたいのですが，上から２番目のイの

公民館等お役立ち情報の２％から９％に伸びているから◎（成果）にしていると思うのですが，９％で良しとす

るのか，50％，100％が本来の目標であるとすれば，ここで◎を付けるのでなく，無理にこういう評価，区分け

はしないか，あるいはするならもっときめ細かくされた方がいいのではないかと思いました。 

十時課長 ここについて委員の御指摘の視点はごもっともだと思います。しかし，この取組を始めて２年あまりであり，

サイトの認知度が非常に少なかったのが，今の時点で約半数に上昇し，講座検討段階での情報活用度も，少し伸

びております。今ここに出ている数字（２％から９％に上昇）は実際にこのサイトを使って，自分の公民館で講

座を作ったという実践の部分です。確かに９％という数字で十分だとは思っておりませんが，実際に使って県民

の方，住民の方に講座が提供できているということは，小さな一歩だろうという思いで，成果として書かせてい

ただいています。御意見を大きな励ましをいただいたと受け止め，次年度はこの数字が伸びるように頑張ってい

きたいと思いますので，御指導をよろしくお願いします。 

有本会長 そういうことでございますので，小さな一歩として長い目で見ていただければと思います。非常に膨大な資料

を出していただいたので，詳細に見ていくと色々とあろうと思いますが，予定した時間がきましたので，ここで

御議論は打ち切らせていただきたいと思います。御協力ありがとうございます。 

 その他に事務局から何かありますでしょうか。 

藤島係長 県教育委員会では，昨年度の「広島県 教育に関する大綱」の策定を受けて，このたび策定した「広島県教

育委員会主要施策実施方針」を資料番号６としてお配りしております。 

また，資料番号７として「わがまちの社会教育主事」，資料番号８として「社教連会報」をお配りしておりま

す。後ほど御覧いただければと思います。 

続いて，来年度のことになりますが，平成29年度第１回生涯学習審議会社会教育分科会については，５月に開

催したいと思っております。そのため，３月下旬ごろに日程調整をさせていただきたいと思いますので，よろし

くお願いします。以上です。 

有本会長 以上で，すべての予定の議事を終了します。委員の皆様には，議事進行へのご協力ありがとうございました。

本日は，どうもお疲れ様でした。 

 


