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平成 29年度第１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５月 29日（月） 

午後３時 30分～午後４時 30分 

場 所 県庁本館３階 301会議室 

 

 

１ 開会 

２ 議題 

（1）平成 29年度社会教育関係団体に対する補助金の交付について  

（2）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 

取組について 

３ 閉会 
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津田係長 会議の開会に先立ちまして，御報告します。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

会条例に規定する定足数を満たしております。 

なお，本分科会についても，先に行われた審議会と同様に，録音・写真撮影を行わせていただきますので，御

了承ください。よろしくお願いします。 

ただ今から，「平成29年度第１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

しいところをお集まりいただきまして，誠にありがとうございます。 

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枚目の出席者名簿により，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。 

津田係長 本会議の公開についてですが，先に行われた審議会と同様に，「傍聴」と「議事録の閲覧」の両方による公開

を御提案いたします。 

     なお，本日は傍聴希望者がありませんので，「議事録の公開」のみということになります。以上でございます。

有本会長 それでは，本日は傍聴者がないということですので，そのようにさせていただきたいと思います。 

 

 

平成 29年度社会教育関係団体に対する補助金の交付について 

 

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。 

本日の議題，「平成29年度社会教育関係団体に対する補助金の交付について」，事務局から御説明をお願いしま

す。 

坂村社会教育監 生涯学習課の坂村と申します。それでは説明させていただきます。 

資料番号１「平成29年度社会教育関係団体に対する補助金」の資料を御覧ください。社会教育法第13条の規

定により，社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には，社会教育委員の会議の意見を聴いて

行うとなっていることから，議題として提出するものであります。今年度の補助金につきましては，３団体が

実施する研修会等に対して計250万円を，また，大会補助金として１団体へ40万円を交付することとしており，

合計290万円の補助金交付を予定しております。それでは，補助対象とする平成29年度の各団体の事業の内容を

御説明いたします。 

１ページを御覧ください。１つ目の団体は「広島県ＰＴＡ連合会」です。平成29年６月１日に「平成29年度

全小・中学校ＰＴＡ会長研修会」として，県内の小・中学校ＰＴＡ会長が一堂に会する研修会が実施されます。 

この研修会では，問題行動から見えてくる子供の思いや家庭での接し方を考える講演や意見交換を通じて，学

校・家庭・地域における子供を取りまく課題などを明確にするとともに，学校教育や家庭の教育力の向上及び

ＰＴＡ活動の活性化を図ることを目的としております。昨年度は命をテーマとし，家庭の絆の大切さを学ぶ研

修を実施しており，家庭教育をテーマとした研修を通じて，県の施策推進への協力を行っております。「広島県

ＰＴＡ連合会」の取組は，県教育委員会が進めている「学びの変革」の取組を理解し，家庭教育に生かす研修会

や教育課題への重要な取組を行っており，県の施策推進に関わりが深く，互いに連携して家庭教育支援の取組を

進めることが重要であり，そのことが家庭の教育力向上につながると期待しております。 

２つ目の団体は「広島県高等学校ＰＴＡ連合会」です。平成29年６月から本年度末までの間，学校・家庭・

地域の連携を深め，高等学校教育を推進するため研修会等を実施するものです。主な事業としては，「単位Ｐ

ＴＡ会長研修会」や各地区での様々な研修会の外，「中四国地区高等学校ＰＴＡ連合会大会」や「全国高等学
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校ＰＴＡ連合会大会」への参加，先進校の視察，会報誌の発行等を行うものです。昨年度は，県大会を県が主

催する「ひろしま教育の日」フォーラムと併せて実施し，県と連携して「学びの変革」の主旨を取り入れた幅

広い課題に対応する取組を行い，県の施策推進への協力を行っております。「広島県高等学校ＰＴＡ連合会」

についても，「広島県ＰＴＡ連合会」と同様に，県と連携した取り組みにより，ＰＴＡ活動の活性化が図られ，

家庭教育支援や学校教育の充実が期待できるものであります。 

続いて，２ページを御覧ください。３つ目の団体は「広島県公民館連合会」です。平成29年10月に県内の

関係者が一堂に会する広島県公民館大会を，また，平成29年11月に県の西部会場と東部会場において，公民館・

公民館類似施設等や関係機関職員の研修会を開催するものです。公民館連合会における研修会等は，公民館に

限らず，市民センター等，公民館類似施設関係者も参加できる研修となっており，全国的にも先進的な取組と

して注目されております。社会教育に関係する様々な職員の専門性の向上に寄与しておるところでございます。

昨年度の公民館大会では，県と共催で実施している「公民館等活性化モデル事業」の実践事例発表を行い，ま

た，公民館等職員研修会では，県がホームページで掲載している「公民館等お役立ち情報」を活用した研修を

行い，職員の意識向上を図るとともに，スキルアップに努めておられます。「広島県公民館連合会」の取組は，

関係職員の資質や専門性の向上が図られることにより，公民館等における活動の活性化への効果も期待できる

と考えております。 

次に大会補助金について御説明します。「第 47回日本ＰＴＡ中国ブロック研究大会広島県ふくやま大会」補助

でございます。この大会は，中国地方のＰＴＡ協議会が持ち回りで開催しているもので，11月 11日に中国地方

の小・中学校ＰＴＡ関係者約 2,000名が集い，福山市で開催されます。本研究大会は，子供に寄り添い，自分自

身の心を見つめ直すことをテーマに，ＰＴＡが今日抱えている課題や，今後の取組について考えるものであり，

本県の生涯学習振興・社会教育行政を推進していく上で大きな効果が期待できるものであります。 

以上が今年度，補助金の交付を予定している事業内容であります。 

最後に，３ページを御覧ください。この資料は御説明しました社会教育関係団体への事業補助金の一覧表です。 

補助金についての説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

有本会長 ありがとうございました。事務局から御説明がありましたが，御意見がございましたら，御発言ください。何

か御意見はありませんか。 

     それでは特段に御意見がないということですから，昨年度も補助をしていただいておりますが，それに基づい

て積極的に活動していただいて成果があがったということで，今年度引き続いてさらに成果をあげていただくと

いうふうに理解させていただいてよろしいでしょうか。 

それでは関係団体に対する補助金交付事務を進めていただきたいと思います。 

 

 

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」を踏まえた取組について 

 

有本会長 続きまして，「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』を踏まえた取組について」事

務局から御説明をお願いします。 

坂村社会教育監 資料番号２を御覧ください。広島県における生涯学習の振興を図るため，平成23年１月に当審議会から出され

た４本の方策を柱とする答申「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」に基づいて取組を行

っております。資料では，左から「答申の柱」，「施策」，「現状・課題」，平成29年度の取組として「事業・

取組内容」，取組に対する「成果目標」を記載しております。 

      では，今年度の事業の主なものについて説明をさせていただきます。なお，説明する項目の文字については，

朱書きにしております。 
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それでは，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。 

まず，１番目の施策「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」

については，昨年度の第１回社会教育分科会において，「首長部局が所管する地域課題も視野に入れ，幅広で展

開できる研修プログラムを」という御意見をいただいておりました。そこで，地域課題に係る講座の企画力向上

を目的とした「学習プログラム研修」への参加促進や研修内容の充実に努め，社会や地域の課題に関する講座を，

全国平均以上実施している市町数を増やしていきたいと考えております。 

 次に，２番目の施策「家庭教育に関する学習機会の提供」を御覧ください。これにつきましては，学習機会に

参加しない保護者へのアプローチが必要であり，とりわけ子育て・家庭教育に関わる経験の浅い乳幼児の保護者

に対する学習機会の充実が必要であると考えます。そこで，昨年度策定しました，「遊び 学び 育つひろしまっ

子！」推進プランに基づき，乳幼児をもつすべての保護者が安心して子育てに取り組めるように，子供への接し

方等家庭での取組についての情報提供や子供への接し方について保護者同士で話し合える教材の作成，親子で楽

しさを共有できる体験活動プログラムの普及等に取り組み，家庭教育に関する学習機会の充実に努めます。 

また，親になる前の中高生が乳幼児と触れ合う体験プログラムも開発していきたいと考えています。 

続きまして，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」

について御説明させていただきます。「事業・取組内容」の「地域の子育てボランティア等によるチーム型支援

体制の充実に向けた人材育成」については，地域で家庭教育支援を行う人材の育成・確保に努めていく必要があ

ると考えております。地域の子育てボランティア等の方々が，保護者に対する学習機会の提供だけではなくて，

親子と地域との交流機会の提供，保護者の相談への対応など幅広く家庭教育支援活動を展開していけるようにす

るために「家庭教育支援チーム」を組織し，活動の仕組みづくりを行いながら，更なる人材の育成・確保に努め

ていきたいと考えております。 

また，「事業・取組内容」の一番下「子供の教育活動に携わる地域人材の育成」のために，地域ボランティ

ア交流会を，今年度，廿日市市，神石高原町，庄原市の３か所で開催をいたします。この交流会を通して，学校

と連携して子供たちの教育環境を支える地域人材を育成し，個別の活動のネットワーク化を図ることで，答申の

柱【3】の施策である「学校・家庭・地域の連携のための仕組みづくり」も進めてまいります。 

次に，２ページ目の答申の柱【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２番目「地域の教育力の向上」については，これまで，放課後子供教室における子供たちの

体験活動の充実を中心に取り組んでまいりましたが，今年度から新たに，主に学習が遅れがちな中学生等を対象

とした，学習習慣の定着を目的とした学習支援（地域未来塾）にも取り組んでまいります。そのため，放課後子

供教室や地域未来塾における活動の一層の充実に向けて，大学生ボランティアグループ「ワクワク学び隊」や，

退職教員の派遣等で市町を支援してまいります。 

次に同じ柱の施策の４番目「公民館等のコーディネート機能の充実」については，日常的に人が集まり，様々

な学習活動が行われている公民館等がその機能を生かし，地域で子供を育てる活動のコーディネートが出来るよ

う，支援策の検討をしております。例えば，公民館で活動されている自主活動グループに，グループの特技を生

かして子供たちの体験活動を支援することを促す，こうしたことを通して，学びの成果を地域の多様な活動へ生

かす橋渡しの役割をされている公民館等への支援が出来れば，という方向性で検討しているところでございます。 

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。 

まず施策の１番目「生涯学習・社会教育関係職員等の専門性の向上」を図るため，答申の柱【１】で御説明し

た「学習プログラム研修」をはじめ，初任者を対象とした基礎研修，図書館や公民館の職員を対象とした研修な

ど，「職種や経験年数等に応じた研修」を実施いたします。職員の専門性が向上するよう，研修内容の充実と，
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研修成果の活用促進に努めてまいります。 

次に同じ柱の施策「社会教育主事の養成・育成」の「事業・取組内容」の「社会教育主事の役割等の明確化」

について御説明いたします。昨年度第２回目の分科会において，国及び本県の社会教育主事の現状・課題につい

て「社会教育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ある。」と説明

させていただきました。その後，事務局内で実態調査を踏まえ，本県の社会教育主事の課題等を分析・検討して

きたところであり，最も必要なことは，「社会教育主事の役割や，求められる資質・能力を明確にすること。」

であると考えております。現在，社会教育主事設置の歴史的な背景や目的などを分析し，役割等の明確化につい

て検討しているところであり，一定程度まとまったところで皆様方に御説明させていただ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 ありがとうございました。 

事務局から御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。 

曾根委員 私の方から質問をさせていただきたいと思います。答申の柱の【１】の上から二段目の「家庭教育に関する学

習機会の提供」で，「家庭教育支援講座を受講して安心感が高まった人の割合の増」という成果目標ですが，平

成 28 年度が減っていることに違和感があったのですが，だいたいこのようなものは同じかちょっと上がるぐら

いだと思うのですが，割合が下がるということは，この講座が効果的なのかという疑問があるので，そのあたり

のことを御説明いただけるのであればお願いします。 

十時課長 この結果につきましてはわれわれも分析をしてみないといけないということで，今色々とみているところです。

このプログラムは通称「親プロ」と呼ばれ，委員も御承知いただいているものなのですが，10 年ぐらいの長い

間させていただいて非常に好評ですが，なぜここで下がったのかということで，受講者の特定の年代で特別に下

がっているのかなど，そういったところがまだ十分に把握しきれていない状態です。プログラム全体としては，

非常に肯定的な意見をいただいていますので，もう少し時間をいただいて，しっかりどの受講者の年代のプログ

ラムなのか，アンケートの分析もこれで良いのかということを含めて，少し分析させていただければと思います。 

有本会長 講座の実施数は増えたのに，安心感という質的なところは下がったということですね。 

十時課長 はい，そういうことです。受講者も年間 7千人ぐらいと徐々に増えており，新しいプログラムの開発によりプ

ログラム数も増え，進化はしているのですが，こういう結果が出ています。８割を超える方は肯定的ですが，昨

年度より下がったということや，あと２割の方がどうなのかという見方も踏まえて，もう少し分析が必要かと思

いますので，継続して分析をさせていただきたいと思います。 

有本会長 ありがとうございました。 

他に何か御質問はありませんか。 

米川委員 先程，中高生と乳幼児とのふれあい体験プログラムを開発するというお話がありましたが，これを実際にやっ

ていらっしゃるところはあるのでしょうか。中学校３年生の職場体験学習というのがあると思うのですが，それ

とは別のメニューだと思うのですが，それとの関係性があるなら教えていただきたいですし，今からプログラム

を作るのかというところも教えていただければと思います。 

十時課長 まさに今，課の中で検討を始めたばかりという状態であります。委員が御承知のように，ひろしまっ子推進プ

ランができて，これを推進していくのですが，１点目の事例があるのかということについては，ふれあい体験と

いうことで各市町の中で取り組まれているところがあることを報道等でいくつか存じております。将来地元に愛

着を持っていただくための異年齢の交流を目的としたものもありますし，授業の中でふれあい体験を入れたり，

家庭科の授業や総合的な学習の時間などで取り扱っていたり，職場体験など様々なものがあります。このプログ

ラムをどう設定していくかということを含めて，今検討をしているのですが，できるだけ全員の中高生が体験で

きることを目指し，学校教育と連携した形でのプログラム開発という大きい方向性で検討させていただいており

ますが，まだ具体的なものをお示しできる状態ではありません。 
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山村委員 答申の柱の【３】の「地域の教育力の向上」の中で，学習支援，「ワクワク学び隊」に関することですけれど

も，私の住まいの三次市や庄原市などの中山間地域におきましては，中高生の学習の機会がなかなか恵まれてい

ないです。民間の塾など非常に少ない環境の中で，こういう制度は非常に重要なことだと思いますが，ただ大学

も県立大学が庄原市に１校のみでして，やはり都市部から学生に指導に来ていただくとしても，非常に困難なこ

とではないかと思うのですが，こういう力は欲しいのです。そこのところは県ではどのように進めていかれるの

かお伺いしたいです。 

十時課長 委員の御指摘のところは非常に大きな課題と思っております。「ワクワク学び隊」に関しましても，当初は県

北の大学のボランティアチームの参加がなく，地域の差が出ている状況でございました。「ワクワク学び隊」は

生涯学習センターでコーディネートしておりますが，何度も働きかける中で，庄原の県立大学のボランティアチ

ームが参加していただけるということで，今徐々に県北の方で活動していただけるチームを増やしているところ

です。ここは引き続き力を入れて取り組んでいかないといけないと思っております。まだまだ不十分だというこ

とは承知しておりますが，各大学を訪問するなどして，できるだけ地域差が埋まっていくように取組を進めたい

と思っております。 

山村委員 ぜひとも継続してお願いしたいことではありますけれど，やはり物理的になかなか難しいため，できましたら

長期休みのときに集中して指導していただけるようなことも提案させていただきたいと思います。 

十時課長 ありがとうございます。夏休みなどそういったところでの活動事例もありますので，逆に大学の方に御提案し

ながら，そういったことが実現するように広めていきたいと思います。 

また，これは全国でもわずかな例しかなく，「ワクワク学び隊」がしているわけではありませんが，中山間地

域の方では交通機関がないため，人の移動も難しいということで，ＩＣＴを活用した学習支援という事例がござ

います。まだ県で取り組めているわけではありませんが，そういったようなことも研究をして，少しでも色々な

地域で学習支援ができるようにという考えは持っていますので，今勉強させていただいているところでございま

す。 

有本会長 他に御質問はございませんか。 

田河内委員 中小企業家同友会の役員をしておりますが，広島で就職する方の求人活動をしていても，ほとんど大企業に流

れて，中小企業は非常に人材不足です。国民の 70％以上が中小企業に勤めているのですが，地元の中小企業を

知るという機会が中高生にはあまりない状況です。インターンシップに取り組んでいる高校は少しあるのですが，

なかなか知る機会がないことから，同友会の呉支部では，高校の先生が中小企業を見学するツアーに取り組んで

います。やはり地元の中小企業を知っていただく機会が必要ではないかということが，同友会の中でも出ていま

す。広島市内ではまだ活動ができていないのですが，呉では大分進んでいます。また，廿日市では産業振興基本

条例ができ，中小企業を知ろうということが進みつつあります。地元で仕事をして，地元を愛する中高校生を育

てていくということが，大事ではないかということを感じております。広島市内でも色々と考えないといけない

と思っております。インターンシップも積極的に引き受けていきたいということを同友会の中では進めていると

ころであります。地域の課題を解決するということから，こういう観点も必要ではないかと思いましたので，発

言させていただきました。 

十時課長 ありがとうございます。地元に愛着を持ってもらうということは，社会教育の中でも非常に大切にしていまし

て，公民館連合会と一緒に行っているモデル事業にも，子供たちが地域や公民館自体に愛着を持ってもらうとい

う視点を取り入れています。ただ，委員がおっしゃっていただいたような，職場体験とかキャリア体験につなが

るような部分での視点というのは，生涯学習課では正直まだ全然手がついていないところでございますので，今

後少し勉強させていただきたいと思います。 

諸藤教育部長 少し補足説明をさせていただきたいと思います。地域に対して課題意識を持って，どんなふうに自分が貢献で

きるかということを色々な形で考えさせるということについては，今かなり力を入れて色々な形で進めています。
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今言われたインターンシップであるとか，あるいは地元の企業のことについて，先生を含めて色々と情報を集め

て，しっかりとどういった情報が提供できて，子供たちと一緒にそういうことを含めて考えさせられるかという

ことを，特に高校教育指導課が色々な形で取組を今進めておりますので，また社会教育の分野との連携を考えな

がら進めていきたいと思います。 

有本会長  今大事な話だったと思います。片方だけの取組ではなく，ぜひ両方が取組をしていていかないといけない。 

私は大学なのでこのことを大学で考えると，大学も同じで，だいたい 800人以下は定員割れが起こって，将来

潰れる可能性があります。600 校ぐらいの私立大学の中で，250 校ぐらいが定員割れになっており，ここに学生

が来ていただかないと本当に危ない状況です。中小企業にあたる小規模の私立大学は地域にありまして，地域が

これから 30 年経つと，地域自体が創生化していかないと，潰れてしまうという可能性が非常に強いので，小さ

い大学と地域の再生の両方がタイアップしていかないかぎりは上手くいかないということになります。内側から

行うことと，外側から行うことの両方が上手くやっていかないといけないということです。この問題については

これから毎日のように出てくることだと思います。日本全体の非常に重要なカギを握っている問題がその辺にあ

りますので，ぜひ両方から行い，どちらもＷｉｎ-Ｗｉｎの関係になれば一番いいのですが，なかなかそうなり

ませんが，10年，20年，30年のスパンでみていくということが大事だと思います。 

     他に何か御質問等はございますでしょうか。 

大場委員 ＰＴＡ連合会の大場でございます。まず一番最初に補助金のことを御承認いただきましてありがとうございま

した。今年度は大きな大会もございますし，社会に貢献できるように頑張っていきたいと思います。ありがとう

ございます。 

     それで，このＰＴＡ連合会は，補助金資料の会員数のところを見ていただけるとお分かりいただけるように，

会員数は 109,143人ということで，すごく大きな保護者の会の団体ですが，ここが協力していけばとてつもない

力を発揮できるのではないかと思います。 

先程「親プロ」のことが出てきましたが，各単位ＰＴＡでファシリテーターの養成講座に行かれている方はい

ますけれど，ファシリテーターにＰＴＡ会員はどのくらいおられるのでしょうか。 

十時課長 申し訳ございません。ＰＴＡの方の割合というのは把握をしておりません。 

大場委員 今後も呼びかけてまいりたいと思います。あと，私自身の「親プロ」の感想として，非常に良いプログラムで，

参加して良い刺激をもらって，頑張って子育てをしていこうという気になるのですが，安心感が高まった人の

割合が 86％から 81％に下がっているということについては，たぶん２回目，３回目というようにリピーター的

な参加をされた人というのは，新鮮味に欠けるということもあるのかなという気がしなくもないので，もっと

受講者を増やすように，私たちも努力をしてまいりたいと思いますので，今後ともよろしくお願いします。 

十時課長 ありがとうございます。ＰＴＡ連合会では，各学校で初めてＰＴＡ会長になられた方のために，手引きを作っ

ておられます。その中に「親プロ」の講座（家庭教育の講座）について，学校でも取り組んでみましょうとい

うことを掲載し，提供していただいているということで，各ＰＴＡから随分講座の申込みをいただいています。

このように，ＰＴＡ連合会との連携をさせていただく中で，色々な御意見をいただけているということに，ま

ずは御礼を申し上げたいと思います。講座に参加してくださったことを通じて，ファシリテーターをやってみ

ようと御参加いただける方もいらっしゃると思いますので，またそういう働きかけをお願いできたらと思いま

す。 

委員がおっしゃったように，リピーターになってくると少し新鮮味が薄れるのではないかという御指摘はもっ

ともだと思います。ただ，このプログラムは個人が抱えている家庭教育についての課題をすぐ解決する，答えを

出すようなものではなく，交流を通じて自分の悩みが自分だけではないのだと，人とのつながりをつくるような

大きい役割がありますので，何かが解決して即良い形になるというところを図っていく難しさもありますけれど

も，この数値をしっかり維持し，できれば上げていきたいというように思っていますので，御支援をお願いした
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いと思います。 

有本会長 どうもありがとうございました。だいたい御議論いただいたでしょうか。 

先程事務局から説明がありました社会教育主事については，前回の分科会でも議論をしていただきましたが，

社会教育主事は大事ですが，全国的にも広島県的にも少し減っているという状況です。事務局でその役割の明確

化を今検討いただいているということで，これは重要な課題の一つですので，明確に分析をして対処していかな

いといけないのではないかと思いました。 

まだ他にも色々とあったかと思いますけど，広島県としてプロジェクトを立てて，きちんと成果を見届けなが

ら，エビデンスに基づき対応していただくのは大事だと思いますので，今後とも手を緩めないで，ぜひお願いを

したいと思います。 

質疑等については以上にさせていただきたいと思います。最後に安藤副会長何かございますでしょうか。 

安藤副会長 頑張ってもらっておりますので，大いに期待しております。 

有本会長 ありがとうございました。 

それでは事務局でその他に何かございますでしょうか。 

津田係長 広島県社会教育委員連絡協議会が作成しております冊子「社教ひろしま」を資料番号７としてお配りしており

ます。この冊子は，社会教育委員を始め，社会教育関係者の研修資料とするため，社会教育に関する論説，調査

研究，実践事例等を内容として作成し，県及び市町の全社会教育委員に配付しているものでございますので，御

覧になってください。 

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，議事進行への御協力ありがとうございました。

本日は，どうもありがとうございました。 


