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平成 22 年度第４回広島県生涯学習審議会社会教育分科会次第 

 

日時 平成 23 年１月 19 日（水）    

午後１時 30 分～午後２時 45 分  

場所 広島県庁北館４階 第三委員会室 

 

１ 開会 

 

２ 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」（案）について 

 

３  その他 

 

４ 閉会 
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開会直前 

 

事 務 局：   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，９名でございますので，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。もう１点，委員の皆様に御了解いただきたいことが二つございます。一つ目は，録音について

でございます。この会議の議事録を作成するため，本日の会議の模様を，私どもの録音機を使用して，録

音させていただきたいと存じます。二つ目は，写真撮影についてでございます。この会議の状況を，広島

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などのため，私どものカメラを使用して，適宜，

写真撮影をさせていただきたいと存じます。以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

開会 

 

有本会長：   それでは定刻になりましたので，ただ今から，「平成 22 年度第４回広島県生涯学習審議会社会教育分科

会」を開会いたします。本日は大変御多忙のところ，また寒い中をお集まりいただきまして，誠にありが

とうございます。本日の分科会では，答申案の最終審議を行うことになりましたので，どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

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」（案）について 

 

有本会長：   それでは，本日の議題，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」の案につきま

して事務局から御説明をお願いします。 

生涯学習課社会教育監：  社会教育監の池田でございます。では，これよりお時間をいただきまして，説明をさせていただきた 

いと思います。 

        では，お手元にお配りしております，資料１「答申（案）」を御覧ください。 

10 月に開催しました第３回分科会において委員の皆様からいただきました御意見を基に，有本会長，

安藤副会長との協議を経まして修正し，その後県民意見募集を実施し，本日答申（案）としてお示しして

おります。 

まず，第３回分科会で委員の皆様からいただいた御意見を基に修正いたしました点について御説明いた

します。なお，修正箇所につきましては，下線を引いております。 

１ページ「はじめに」の３段落目を御覧ください。ここでは，「新しい知識が重要である「知識基盤社

会」においては，長年の経験によって得た知恵も重要である」との御意見をいただきました。それを受け

て，「そのような時代にあっては」の後に，「新しい知識の吸収と，それを活かす知恵や工夫が重要であり」

と追記いたしました。 

 次の２ページの第２段落目でございますが，この箇所につきましては，県民意見募集の結果を受けての

修正でございますので，後ほど詳しく御説明いたします。 

３ページを御覧ください。１つめの柱である「社会や地域の課題に関する学習機会の提供について」で

は，「学習機会の提供が，社会や地域の課題に関する学習機会の提供に留まっており，学習したことを社

会や地域の課題解決のための行動に結び付けるよう取り組むことが重要である」との御意見をいただきま

した。それを受けて，【求められる方向性】に(3)学習成果の活用という項を新たに起こし，「学習者が学

習成果を活用して，社会や地域の課題を解決するための活動を行えるようにする必要がある」旨を追記い
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たしました。 

 ４ページを御覧ください。２つめの柱である「生涯学習・社会教育を推進する人材の育成・確保につい

て」では，「最後まで読めば理解できるが，社会教育主事や公民館職員を中心になされるべき生涯学習・

社会教育の推進をボランティアに任せると受け取れる」との御意見をいただきました。それを受けて，【主

な課題等】の最初に，「生涯学習・社会教育は，社会教育関係職員，指導者，リーダー，ボランティアな

どによって推進されており，社会教育関係職員の人材育成については，後述する」旨を追記いたしました。 

 ５ページを御覧ください。また，「人材の育成だけでなく，高齢者が活躍する機会をつくることも重要

である」との御意見をいただきました。それを受けて，【求められる方向性】(1)の後半に，「高齢者など

が，知識や技能を活かして地域・社会貢献活動を行うことを促進する必要がある」旨を追記いたしました。 

６ページを御覧ください。３つめの柱である「公民館等を拠点とした学校・家庭・地域の連携・協力に

ついて」では，「この柱の説明には連携・協力と表現してあり，見出しを連携だけではなく，連携・協力

とすべきである」との御意見をいただき，見出しに「協力」という言葉を追記いたしました。 

 ８ページを御覧ください。４つめの柱である「生涯学習振興行政・社会教育行政の充実について」では，

「社会教育主事の必要数確保・配置については，有資格者はいるが，教育委員会に適正配置されていない

ことも課題であり，表現の仕方を工夫すべきである」との御意見をいただきました。それを受けて，【求

められる方向性】(3)の見出し及び説明において，「必要数確保・配置」を「必要数確保や適正な配置」と

修正いたしました。 

 11 ページを御覧ください。答申の概要図でございます。これまでの修正点と関連する箇所以外で申し

ますと，２行目の目指す姿の表記について，「県民が生涯にわたる学習を通し，豊かで生きがいを持って

生活ができる社会の実現を図る」の「図る。」は不要である」との御意見から，その言葉を削除いたしま

した。また，「「生涯学習力」の説明が概要図にも必要である」との御意見から，一番下に説明を追記い

たしました。 

 続いて，これらの修正を行い実施いたしました県民意見募集の結果について御説明いたします。資料２

を御覧ください。当初の予定どおり，11 月４日から 18 日までの２週間，県民意見募集を実施いたしまし

た。結果として，計８件の御意見をいただきました。 

        意見の内容といたしましては，４にございますとおり，公民館の充実について４件，その他，生涯学習

の推進体制の在り方についてなどが各１件ずつでございました。 

 ２ページからは，県民からいただきましたそれぞれの意見，その意見に対する審議会の考え方の案，そ

して，その審議会の考え方が主に掲載されている答申のページを示しております。 

 公民館の充実についていただいた御意見は，Ｎｏ.１からＮｏ.４に掲載しております。主な内容として，

「公民館は地域にとって欠かせない存在である」「公民館の管理・運営主体の移り変わりなどがある中，

公民館及び公民館類似施設の充実をより一層図る必要がある」「公民館の充実には，公立図書館との連携

が必要である」などです。 

 Ｎｏ.５は，生涯学習の推進体制の在り方についての御意見です。「地域や社会の課題に関する学習機会

の提供が必要であることには同感である。しかしながら，生涯学習の推進は，公民館を拠点とした教育委

員会の枠内だけでなく，首長部局をはじめ大学，ＮＰＯ等関係機関・団体との連携を図りながら，進める

べきである」との内容です。 

 Ｎｏ.６は，高齢者の社会参画の推進についての御意見で，「もっと高齢者が地域で活躍できるようにし

てほしい」との内容です。 

 Ｎｏ.７は，地域の課題解決への学習成果の活用促進についての御意見で，「学習したことを地域の課題

解決に活かすことは重要であり，こういったことがあたり前になる時代がきてほしい」との内容です。 
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 Ｎｏ.８は，図書館の充実についての御意見です。「生涯学習の振興を考える際に，公民館についてしか

言及していないのは，認識不足である。力量のある職員が配置されていない公民館が多く，その充実に力

を入れる方向性は当然ではある。ただし，「素案」には，生涯学習を支援する施設としての図書館の役割

についての認識が欠落している」との内容です。 

        以上，御説明いたしました８件のうちＮｏ.１からＮｏ.７の御意見につきましては，すでに答申に盛り

込まれておりますので，答申の中で述べている文語をつかい「実施機関の考え方」の欄で，意見に対する

回答として記載いたしております。 

Ｎｏ.８の図書館の充実に係る御意見への回答としては，図書館の充実も重要であることは十分に認識

しているが，様々な社会教育施設の中でも，住民にとって身近な存在である公民館については，現在の地

域社会におけるその役割が改めて問われていることから，本答申では，特に公民館の今後の方向性につい

て述べることとし，「はじめに」で，この旨を述べるようにしていることを，「実施機関の考え方」の欄で

お示ししております。 

        そこで，答申（案）の「はじめに」を，より丁寧な記述に修正いたしました。改めて，資料１答申（案）

の２ページを御覧ください。 

２段落目でございますが，「本答申は，本県の生涯学習の振興に係る今日的な主な課題を明らかにし，

今後取り組むべき具体的な方向性を示したものであり，生涯学習の振興に関しては，様々な社会教育施設

が重要な役割を果たしていますが，その中でも，公民館については，近年，自治振興センターやコミュニ

ティセンター等に移行する例もあり，県内各地で，現在の地域社会における公民館の役割が改めて問われ

ていることから，特に公民館の今後の方向性について述べることとした」としております。 

 以上，県民意見募集の結果を受けまして，１箇所を修正し，本日最終答申（案）としてお示ししており

ます。 

 なお，今後のスケジュールといたしましては，本日の「答申（案）の最終審議」及び「県民からの意見

に対する審議会としての考え方の公表内容審議」を経て，県教育委員会への答申を行い，その後答申の公

表と県民からの意見及びその意見に対する審議会としての考え方の公表を行うことを考えております。 

以上で説明を終わります。最終の御審議のほど，よろしくお願いいたします。 

有本会長：   どうもありがとうございました。池田社会教育監の方から御説明いただきましたように，前回の委員会

で御審議いただきましたことで修正点等がございましたので，それをまとめて，アンダーラインのところ

を中心にして述べていただきました。これが１点です。もう１つは，県民から意見を募集して,それにつ

いて，色々ありましたが,それを勘案して，文章等の修正をやったというところを御説明いただきました。

色々御意見等があろうかと思いますので，少し時間を取りますので，どうぞ御意見がありましたらお願い

します。 

中村委員：   あとの修正点を見させていただきましたけれども，非常に良く修正いただいているように感じました。

ただですね，若干ね，よそから見てね，例えば最初の「はじめに」の１ページ，「広島県教育委員会では，

……ガイドラインとして「広島県生涯学習推進構想」を策定し」，これを本審議会で，でしょ，実際。「以

来，これに基づいて」，本審議会では，生涯学習推進施策を検討してきたということじゃないのですか。

どうなるのですかね。ちょっとその辺りを教えてくださいませんか。どういうふうに言うのが一番良いの

ですか。 

有本会長：   ここは詳しく述べると詳しくなりますけれども，おそらく 11 年に推進構想が出されて，それから 10

年くらい経っていますね。その間に色々，その構想に基づいて施策等をやってきたと。そこへ詳しく書け

ばそういうことが入ってくると。詳しく書かないで現在に飛んでいるわけですけれども。今の御質問に対

して事務局の方からどうぞ。 
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生涯学習課社会教育監：  11 年の，今，中村委員からお話しいただきました，広島県生涯学習推進構想ですが，机上に資料をま

とめたファイルを立てております。ちょっと見ていただけますか。これの資料番号の４でございます。こ

れが今，「はじめに」の冒頭，一段落目で述べております，11 年から進めております推進構想でございま

す。これを１枚めくっていただきまして，「ごあいさつ」ということで，当時の教育長であります辰野教

育長の言葉を載せていますが，これの最後のところ，「終わりに」というところで，「この推進構想の策定

に当たり，貴重な御意見を賜りました広島県生涯学習推進会議委員をはじめとする関係者の皆様に対し，

心からお礼を申し上げます」ということで，生涯学習推進会議の委員に御意見をいただいて，この推進構

想をまとめたという書き方がされております。71 ページを御覧いただけますか。今の推進構想の 71 ペー

ジに，「策定経過」というのが載っております。 

生涯学習課長：  当時，まだ審議会が条例設置されておりませんので，平成 13 年に審議会が制定されまして，それの前

身の機関ということになりますけれども，委員おっしゃられましたように，「会としてこういう構想を策

定して，教育委員会に実施を求めた」という言い回しでも，それは通用するだろうと思います。どちらを

主体に持ってくるかということだろうと思います。 

中村委員：   それは整理してください。以上です。 

有本会長：   事務局の方で整理していただくということで,よろしくお願いいたします。 

安藤副会長：   先ほどの中村委員さんの御質問で，ちょっと安心した向きがあるのですが，例えば，今回答申をさせて

もらって，これが一人歩きするというようなことは，そんなにないわけですか。一番全体を読んでみて，

不安というか,僕自身ミスをしているんじゃないかなと思ったのは,生涯学習推進のための目的が全く書

かれてないわけですよ。「はじめに」にも。書かれているとしたら，「おわりに」に書かれている。ですか

ら 10 ページの頭の部分に書かれていることと，それからフローチャートの 11 ページの頭のところに書か

れているだけで,非常にテクニカルなことしか書かれていないのですよね。言ってみれば現場のプロフェ

ッショナルの人のための答申というか。そんな感じで，生涯学習を何のためにするのかというのが全く書

かれていないというところは，先ほどお話を聞いたので，これから肉付けをされて，広島県の今後の在り

方が再構築されていくという道筋なのでしょうけども。これが一人歩きするとしたら，やはりちょっと県

民の皆様方に不親切なのではないかなという気がするわけですよ。フローチャートの頭の部分に書かれて

いる部分を，もう少し前文で書くか，あるいは同じ文言が，５ページの６行目，人材育成のところの右の

ところに書かれているだけで，他のところにはほとんど記述されていません。そういう意味では，本職の

方がお読みになるので，そんなことまで書かんでもいいということなのかもしれませんが，全く門外漢の

方がこれをパーっと見てですね,生涯学習の目標というのは一体何なのかなぁということになりはしない

かという気がするのですけど，いかがでしょうか。 

生涯学習課社会教育監：  今委員がおっしゃっていただいたように，概要図の方で，全体構造として目指すべき姿という形で，

文で生涯学習について書かせていただいていますけど，確かに今のところを書き加えていくということは，

先ほど「はじめに」の部分の整理をするようにということでいただきましたけれども，あそこの部分を整

理する中で，今の生涯学習のねらいの部分を書き込んでいくということをさせていただければと思います。 

安藤副会長：   「おわりに」の中にはですね，「持続可能な社会の構築に資する」みたいなところもあったりして，非

常に高邁な理念というのが書かれているのですが，何しろ「おわりに」に書かれたのではちょっとまずい

んじゃないかと。もうちょっと早い時期に，必要なんじゃなかろうかと思いましたけれどね。 

教育部長：   色々こうなった経緯を申しますと，元々この平成 11 年の生涯学習推進構想を全てやめて，この答申に

するという考え方ではない。11 年の構想は普遍的なことが書かれていますので，未来永劫通用する内容

でございます。今回の答申は，それに基づいてできたのだけれども，広島県の現状を踏まえて，今何を悩

んでいて，何をすべきかということを拾って書いているので，全部が書いてないという構造になっており
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ます。ただ，今分かりにくいという御指摘がありましたので，「はじめに」のところで分かるように，配

慮して入れさせていただきます。 

城戸委員：   いや，私もちょっと最初読みよってから，何が目的かよくわからないなと思ったのですが，現実はです

ね，前回の生涯学習のことに関するあれで，色々書かれとったにもかかわらずですね，国の答申にしても，

県の答申にしても，施策にしてもですね，生涯学習ってのはだんだんだんだん後退をしとるっていうふう

に我々は受け止めてます。特に県議会の中でもですね，生涯学習ってのは，言葉は「生涯学習」って言う

のだけど，施策においてはどんどん減っていく。どちらかというと，教育委員会においてはですね，学校

教育の方に力が置きつつあるというふうな形で。文言だけは「生涯学習」っていうのはドーンといるので

すが，人の配置とか，いわゆる教育委員会の中の組織の問題だってどんどんどんどん統合されて，生涯学

習ってのはほとんど人員を削減されている。ましてや生涯学習の城であった会館まで離していく。どんど

んどんどん生涯学習ってのはもう公民館に分離委託をしとるっていう感じに周りは受け取っていくだろ

うと。 

その中で，今回こういう答申案を出すわけですね。言うとることとやっとることが違うじゃないかとい

うのが，私ら公民館の人間からすると，全く生涯学習の審議会がこれだけのことを言いながらも，教育委

員会のやっとるのとは，どんどんどんどん生涯学習に対する施策っていうのは尻すぼみになりよるような

感覚しかないわけですよ。そこへ向けて高邁な精神っていうものがここで省かれてしまうと，何かこう，

どんどんどんどん自分たちの職場の環境のあれのことだけが書かれているような，そんな感じにしか取れ

ない。リーダーを養成すると言ったって，果たしてそういう状態でリーダーが養成できるのか。位置づけ

がですね，やっぱりそこの高邁な精神っていうところがきちっと位置づけられていかないと，私はやっぱ

り，読む人から見るとですね，逆にこれは小さくしようるんかなというふうに取られると思うのだね。 

だから，やっぱりこの生涯学習がいかに必要かということをですね，生涯学習課の方々はですね，いわ

ゆる県民にアピールするだけではなくてですね，いわゆる教育委員会とか，いわゆる県，広島県執行部に

対してですね，色んな意味でこうなんだっていうのを植えつけてもらわないとですね，我々審議会がこれ

だけ審議してもですね，取り上げられないのでは意味ないわけですよ。ただこうやって書いて出しよるだ

けじゃ話にならんのでね。やっぱりきちっとね，聞いてもらえるだけのね，説得力をね，持ったものを出

してもらわんといかん。そういうふうに思いますので，ぜひともこれ，やっぱりさっきの，これだけを読

んだら確かに逆行しとる，マイナスになりよるんだなぁと思いますよ，これ。だから，一番大事なところ

をですね，付け加えるなり，二重になってもいいから，きちっと入れるべきだと思う。あれが続いとるい

うんじゃ，プロの人はわかっても，審議会の方は，生涯学習課の方はわかっても，県民はわからんと思う

んよね。そこはよろしくお願いしたいと思う。 

有本会長：   そこの頭のところというのは，やっぱり生涯学習っていうのはそもそもどういうことかということです

よね。チャートのところは，確かに，生涯学習力というのは，ライフサイクル全体の中で，誕生から死亡

までですね，スパンを入れて考えていくと。そこが縦軸ですから，そこの縦軸の理念というのが，一番上

のところに書いてあるのですね。それに対して，色んな角度からのサポートとかアプローチがあるわけで

すけれども,それは当然，そのスパンから見ていくと，学校とか家庭とか地域っていうのはその中に入っ

ていくわけですよね。だから，見方をすると，さっきおっしゃったように，学校の方が強調されて，生涯

学習が後退してきているというふうになったのではですね，そこが逆になるわけですね。生涯学習審議会

の視点としてはですね，やっぱり生涯学習というのは 21 世紀非常に重要なわけですから，これが後退し

てはいけないですよね。ますます盛んになっていかないと。そのためにはどういうことが必要であるかと。

「はじめに」のところにも書いてあるには書いてあるのですけれども,もうちょっとそこ強調すればよか

ったかなという気はしますね。 
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それと私が事務局の方と話をするときに一番言いたかったことは，やっぱり予算的な裏付けがないとな

かなかですね，理念だけ言ってもなかなか進まないというところがあります。そこのところは表にはなか

なか言えないところがあるのですが，この場でも言ったかもしれませんが，やっぱりこの 10 年先まで考

えて，どれだけ生涯学習を充実させていくためにですね，必要であるかということがないとなかなか難し

いところがあります。それはこの答申ではなかなか出せないものですから,出していませんけれども，そ

れは口頭でないとですね，審議会ではそういうことがあったということを言っていただきたいと思います。

それは人・物・金の物・金のところはやはり裏付けがないとですね，進んでいかないと。人のこととか，

その辺はかなり言っているわけですよ,この答申では。人・物・金，それから情報とかですね，その辺の

ところをきちっと整理して，トータルに生涯学習とか社会教育ですね，これを進めていかなければならな

い。 

10 年先ですから，色々議論していただいて，ＩＴの問題とか色々出していただいたものを入れたので

すが，今のところは最後になって出てきたといったところがですね，ちょっとあれですけど，非常に重要

なことですので，この辺は全体的にはチャートなんかを見ればですね，そこは分かるのですが，一般の市

民の方に，県民の方に見ていただくという前提で言うとですね，ちょっと必要であるかなというふうに私

も思いますので，それは事務局の方で整理していただければと思います。 

城戸委員：   １ページ目にね，ここに１，２，３，４と４点ほど，できてなかった部分があるじゃないですか。書か

れているじゃないですか。できてない部分を，こういう生涯学習を進めてきたけど，こういうことができ

てなかったと，こう書かれとるんだから，ここのここの前にどういう状態だったのかがやっぱりいるんで

すよね。調べた結果こういうことが出てきたという感じにならないと。やっぱり前にですね，目指すもの

がこうだったというのがいるんだろうと思うんですよ。そうしないと，こういうところがクローズアップ

されないじゃないですか。だからそこの高邁な部分を全般に出てこないと。それで，そういうものを目指

しているけれど，こういうものがあったから，ここを改善するためにはこういうものがいるんだっていう

文章になった方が，私はやっぱり良いのだろうと思うのですけどね。 

有本会長：   そのとおりだと思います。さっき少し，省略ではないけれども，簡潔に書いてあるところにそういうも

のがあって，10 年前に構想が出されて，それを受けてずっとやってきておりますので，高邁なところは

そこにあるのですね。今は事務局で，まず４つの点についてリサーチをしていただいてきて苦労していた

だいたのですが，よそのところはむしろですね，各論的に方法論としてここらがネックになっているとい

うことを焦点化されて出してきていただいている。これがこの全体的にはなってきていますから，確かに

10 年前のものを受け継いできているということは間違いないので，これから 10 年どうするかということ

で。そうするとやっぱり高邁な部分のところの頭書きのところをですね，少しここを言わないといけない。

それはあります。それからこの 10 年間にすごく変わってきたのはここにも書いてありますが，「グローバ

ル化，人口減少・少子高齢化」とかですね，「知識基盤社会」化とかですね，こういうのも非常に変わっ

てきたわけで，それで今，日本の場合は，少子高齢化でですね。 

こないだ社教ひろしまの原稿を書かせていただいたときにちょっと書いたのですが，今，平均年齢が

83 歳まで伸びているのですよ。世界一なのですよ，男女合わせると。男性 79，女性 86 でしたかね。これ

は男性がちょっと落ちましたけれども，それでも両方あわせると 83 歳。長くなっていることは良いこと

なのですが,質的な問題で考えるとですね，少子高齢化でいわゆるジャパン・シンドロームということを

最近言うようになってきましたけれども，これも非常に世界的に見て注目されていて，ここのところから

考えるとあんまり明るくないのですね。だからこそ生涯学習をきちっとですね,やってかないといけない。

学校と家庭と地域がバラバラに分裂しているようなやり方では一つも良くならないのだから，生涯学習で

くくって統合して，それぞれ協力する形をしていくというスタンスでやっていくという覚悟がないとでき
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ないのですよね。これの迫力があんまり見えてこないところが難しいのですが，これを本当は言わないと

いけない。まぁ言っているのは言っているのだけど，あんまり強く言ってないところがありましてですね。

その辺を今おっしゃっていることだろうと思いますので，ちょっとですね,今のところでちょっとそうい

うところを整理していただいたら。もう本体のところはこれで,さっきの４つの柱できちっとやっていた

だいて，御意見もお伺いして，まとめていますので。やはりその頭のところ，迫力みたいなところが必要

なんじゃないかなと思って。 

教育部長：   しっかり大幅に記述を増やして，書き加えた案を作りたいと思います。 

稲谷委員：   付け加えられるのでしたら，やはり生涯学習の，公民館はグループとか団体で，複数で学習する生涯学

習の場ですよね。個人学習の場として図書館があるんですよ。あれだけの県民の意見があるにもかかわら

ず，一行も盛り込めないで，公民館だけにというふうにされているから，図書館についてはどこかで述べ

るとか。今，県立図書館もかなり改革されているので，検討されているので言えない点もあるのかなと思

うんですが，やはり公民館の活性化にも，図書室，公民館には図書室を置かなければならないということ

もあるわけですから，そこに公共図書館との連携も，ネットワークもあるわけですから，生涯学習支援，

個人学習の場としての支援で，図書館のことをちょっと入れといていただきたいなというのが，私，図書

館の代表として出ているのですが，あれだけ御意見があるので。どういうふうにとかいうのは，ちょっと

私も前回欠席していましたので。 

有本会長：   私も読ませていただいて，御意見が出た中に図書館のことが１つも書いていないということがありまし

たので，図書館とか公民館とかその他ですね，類似の施設等がありますので，これが協力し合ってやって

いかないといけないのですけど，その中で公民館が非常に揺らいでいるというのがあって，我々委員会で

も前の段階で議論しましたけども，全国的に公民館がすごく後退している。広島県はわりと頑張っている

のです。広島県の特色を出していこうとすれば，公民館のところを中心にしてね，答申案を出していくと。

他のところもそれと一緒に底上げしていかないといけないというスタンスでね。だからまぁ全部書きたい

というところだけども，公民館のところを中心として書こうということでいっていますので，御不満があ

ろうかと思いますが，はじめのところもですね，その揺らぎの中で，それだからこそ公民館もうちょっと

ね，アクセント置いてやりましょうというふうに書いているところもありますので。その辺をちょっと酌

んでいただくしかないかなという感じですね。 

城戸委員：   私，公民館の方ですが，確かにね，どこの公民館も図書館と一緒になっとるんですよ。市町の公民館は。

外れてるというのが何件かあるのですが，ほとんど同じ，公民館と図書館というのは同じ建物の中へあり

ますので，それは言葉の表現でですね，多分できるんじゃないかと思うんですけどね。やっぱり私も，公

民館というのはやっぱり団体とかサークルとか色んなあれですが，ひとりで勉強する人たちのためにもで

すね，やっぱり公民館っていうのは，同じ建物に入っているケースが多いから，やっぱりそこは，私はや

っぱり言葉的に入れていただいた方が，私も良いような気がするんですけどね。別に図書館と公民館とい

う表現，一つになりそうな気もするんですけどね。 

生涯学習課長：  様々な社会教育施設や社会教育団体との連携が必要なので，例えば図書館を例示として前面に出してい

くとかですね，そういう記載の方法っていうのはあるかもしれません。連携先として，図書館というのは

重要なのだよという。 

城戸委員：   何かそういうね，図書館というのも重要であるという。ただ，県の図書館は，どっちかというと仕分け

人によってですね，いわゆる県は県の形をとりなさいと言われとるから，あれと連携がどうのこうのでは

なくて。どっちかというと公民館があるところは市町の図書室と一緒になっとるわけですから，そういう

ところをですね，やっぱり学習施設のリーダーをつくろうと思ったら，やっぱりそういうところを入れ込

んでいただいとった方が，私は良いと思いますけどね。 
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生涯学習課長：  実態として，同じ施設の中に同じようにあるという部分は連携しやすいですから，両方活用した方がよ

り効果が上がるというような部分もあるでしょうし。 

城戸委員：   県もそのようにお考えですか。 

稲谷委員：   図書館というのは全国的なネットワークがあるので，その町にない図書でも，その町立図書館を通じて

県立図書館を通じたら，全国各地から相互貸借で，資料でも借りれるんですよね。ということは，図書館

だけだと思うんですよ，そういうネットワークがあるのは。ですから，多分皆さん図書館のことあまりご

存じないと思うから，私がちょっと。ＩＴ化が進めば進むほど，個人学習がやはり増えてくると思うんで

すね。その場合，やはり図書館，個人学習の場としての，そういうネットワークもあるし。その辺ちょっ

と入れていただいた方が。公民館には図書室がある。図書室は市の図書館，町の図書館とつながっている。

それは，県立図書館とつながって，全国とつながっているというもので，国会の本でも借りられますので。

そういうところでやっぱり，一公民館ではできないことでも，というふうな，ちょっと言った方が良いの

かなと。 

有本会長：   御議論いただいているところなのですが，全体的にたたき台ではなくて，今日が最終審議の段階ですの

で，まとめないといけませんけれども。まとめるところは事務局で，色々出た意見を勘案しながらですね，

まとめていただきたいと思いますけれども。やっぱり今おっしゃったのも非常に大事なことで，我々もこ

の委員会で議論しましたけれども，ネットワークとかＩＴの問題が出されてきましたけれども，これから

の 21 世紀はおそらくですね，図書館とか公民館とか，自分の足で歩いていってですね，フェイス・トゥ・

フェイスに話し合いができるようなことが一方では非常に重要になると同時にですね，それの代替機関と

して，今ネットワークが世界的に，フェイスブックというのが５億人になったというのですよね。我々実

名を書いてコミュニケーションをやるので，自分の。日本は匿名社会的なところがあるから，あまりなか

なか書かないですが，世界的にはそれは進んでいっている。そういう方向へ，一方ではどんどん行くと思

うのですよ。自分と，それからネットワークで世界とつながっていくという，そういう生涯学習の方向が

一方ではいくと。だから両方大事というか，両方いくと思うのですけれども，やはり公民館とか図書館と

かね。私なんかも公民館は近くにあるのですが図書館は遠いものですから行かないですよね。歩いていけ

る範囲にあれば行けるのですよ。だから，そういうようなことはもうちょっときちっと，県全体でね，整

備していかないといけない問題だと思います。お金の問題なのですよ。お金の問題になるけれども，両極

でずっといっていることは確かですから，それをうまく調整して，生涯学習の中で県民が意欲が出せてい

けるということ，そしてそれの効果が上がっていけるということ，これをやっぱり考えてね，条件整備し

ないといけないと思うのですね。 

今のことは，御議論いただいたことは非常に大事ですので，全部書き換えるということはできませんの

で，そこらを考慮しながら，公民館のことを中心に書いていますけれども，連携していくときに，図書館

とかその他，ちょっと名前を挙げてこうするとかね，そんな工夫をちょっとして，事務局でまずしていた

だきたいと思いますけれども。最終審議ですので，そんなに多くは変えられないと思いますけれども，頭

の「はじめに」のところとですね，今出てきたようなところ，さっき御意見があったようなところを勘案

してですね，成文にしていただきたいと思います。 

中村委員：   今の図書館のところでですね，７ページの教育基本法の 12 条のところへもありますのでね，その辺り

の関連も含めてね，整理をしていただきたいと思います。 

有本会長：   今のようなまとめ方をさせていただきますので，個々についてはまだ御意見があろうかと思いますけれ

ども，一応私の方に，今のような取りまとめということで御一任いただきまして，それから事務局で整理

をしていくということでよろしゅうございますでしょうか。 
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（委員了承） 

 

有本会長：   ではすみませんけれども，そういうふうにお願いいたします。それから，これはですね，取りまとまっ

た段階で，広島県生涯学習審議会運営要綱の第４条第１項及び第２項の規定がございまして，それに基づ

いて，この案を審議会会長の同意をもって，審議会の答申とさせていただくという段取りになりますので，

ワンクッション入りますけれども，審議会会長というのはもう１人の私でございまして，その了承を得る

ということでございます。そういうふうにさせていただきたいと思います。このことについては，全委員

の皆様に文書で報告をさせていただくということになります。 

        これ事務局の方でちょっとやっていただいて，どうでしょうか，何か必要なことはございますか。この

委員会と関わって。もう見直して，今の御意見を踏まえて見直すということで，私と，副会長も絡んでい

ただいた方が良い。 

生涯学習課社会教育監：  御意見を踏まえまして，もう一度，今，「はじめに」の部分と，図書館についても，どこまで書き込め

るか，今の御意見を踏まえて案をもちまして，会長等々に御協議させていただきます。 

有本会長：   もし，非常に大きな変化があってですね，委員の方にその時点で相談せにゃいかんというときはします

けども，先ほどの御議論の範囲内で苦労していただいたと私が理解した場合は，それで答申とさせていた

だきますけれども，よろしゅうございますか。 

 

（委員了承） 

 

その他 

 

有本会長：   それでは，その他事務局から何かありましたら，説明をいただきたいのですけれども，お願いします。 

生涯学習課社会教育監：  この度の答申作成における審議の中で，社会教育施設のうち，特に公民館についていろいろと御議論い

ただきましたので，ここで，県内の公民館の取組事例として，本年度の優良公民館文部科学大臣表彰を受

けられました２つの公民館について，その具体的な活動内容を参考として御紹介させていただきます。 

はじめに，文部科学省が実施するこの表彰は，公民館のうち，特に事業内容・方法等に工夫をこらし，

地域住民の学習活動に大きく貢献しているものを優良公民館として文部科学大臣が表彰し，今後の公民館

活動の充実・振興に資するものでございます。 

今年度は，全国で 59 の公民館が表彰され，このうち広島県からは，参考資料にあります広島市安東公

民館，東広島市志和堀公民館の２館が表彰を受けております。 

一つ目の広島市安東公民館は，広島市の北部に位置し，大型の住宅団地と昔ながらの農地が混在してい

る地域にあります。様々な特色ある事業に取り組んでおられますが，その中の一つとして，区役所や地域

住民等と連携し，「子育てオープンスペース」を開き，子育て支援を展開しておられます。この子育てオ

ープンスペース「たんぽぽ」は，核家族化が進み，子育てに悩む子育て世代の増加やより身近な地域で育

児相談等の事業を実施してほしいという声があったことなどから，子育て経験者のグループを結成するた

めの事業を当公民館が実施し，その修了者による活動を開始したものです。事業効果としては，身近な施

設で行われる「オープンスペース」として定着し，毎回参加者が増えてきており，地域とのつながりや子

育て世代同士の交流が深まったことなどがあげられ，公民館が家庭教育支援の拠点としての場となってお

ります。 

次に，東広島市志和堀公民館の取組では，小学校，地域と積極的に連携し，伝統文化，自然を守り育て

ることにより世代間の交流を図り，地域の連帯意識を高めておられます。様々な特色ある事業に取り組ん
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でおられますが，その中の一つとして，地域の自然を生かした農作物等の生産活動を通じた交流事業「志

和堀の学・社連携の自然体験学習」を行っておられます。この事業は，志和堀の自然環境を生かし，公民

館・学校・地域が連携して，「ホタルまつり」を実施したり，ボランティア組織を地域で立ち上げて，小

学校での自然体験学習を支援したりすることで，子どもたちがふるさとの素晴らしさを学び，高齢者と交

流を深めるものです。事業効果としては，小学校と地域との連携行事が四半世紀にわたって継続実施され

ていること，体験学習の中で生産の喜びを体感するとともに，地域住民とのふれあいから人間関係の大切

さ等を学んでいることなどがあげられ，世代間の交流の場となっております。 

 県教育委員会では，こうした特色ある事業内容について，県内の公民館へ情報提供を行っており，今後

とも公民館活動の充実・発展につながる支援に努めて参りたいと考えております。以上でございます。 

有本会長：   ありがとうございました。今のは御紹介いただいたということで。では他に何かございますか。 

事 務 局：   今後のスケジュールについてご説明させていただきます。 

本日御審議いただきました御意見を踏まえまして，事務局の方でこの答申案の文言の修正をいたしまし

て，会長とまた，それにつきましては協議をさせていただいて整理をさせていただきたいと思います。そ

の後，成案となりました答申につきましては，また別途，日程を調整させていただきまして，会長から教

育長に手渡す方向で進めてまいりたいというふうに考えております。また，その手渡す同日には，この答

申の公表と合わせて，答申（素案）に対して県民からいただきました意見及びその意見に対する審議会と

しての考え方につきましても，県のホームページで公表することとしております。 

もう１点，次回の分科会の開催についてです。次回は年度が変わりまして，平成 23 年度第１回社会教

育分科会となりますが，具体的な日時につきましては，新年度になりまして，委員の皆様の御都合をお伺

いする文書を差し上げた上で，調整を行ってまいりたいと考えております。次回の分科会の議題といたし

ましては，23 年度の社会教育関係団体の補助金の交付についての審議などをさせていただきたいという

ふうに考えております。どうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。 

有本会長：   ありがとうございました。では以上で答申に関わる議事を終了いたします。 

        一言何かといってもですね，さっきの話がちょっと気にかかっていますけれども，日本はね，かなり厳

しい状態になっています。だから，私も前に文部科学省へ行ったけれども，文部科学省の方々も正月返上

で全然休めなかったとおっしゃっていましたし，それから予算が気になっていたんだけれども，菅総理大

臣の一言で，あとでパッといかしたやつが，何とかしてですね，よかったとおっしゃっていましたけれど

も。そういうふうにその時その時で変わるのではなくて，中長期のビジョンの中で計画的に立ってやって

いかないとですね，いかないので。さっきのシンドロームでいうと，これは病気の言葉なので，日本は病

気になっているのですよ。シンドロームという言葉は「症候群」ですから，ジャパン・シンドロームとい

うのは「日本症候群」で。色んなところが連鎖してですね，閉塞状態に陥ってきているわけですから。世

界が注目しているわけですよ。どうやって日本は立て直すのだろう。そうすると経済とか政治がまず一番

現実的なわけですが，教育はちょっと，これから比べると少し距離があるのですが，しかし非常に密接に

関係していますので，もし将来の中長期の人材を育てるのだったら，今やってなかったら育たないわけで

すから。30 年先まで生きるわけですから，今の子どもたちは。だから今手遅れになると，必ず将来へつ

けが出てくるわけですね。だからそれを今，手を打っておかなければならないわけですが，政治家の人も

結構その辺は見えていないところがありまして，子育てとか手当てとか，そんなのは応援していただける

からすぐできるんだけれども，高等教育なんかもう全然応援していただけないし，票にならないから後回

しになるんですと，この間公式の場で言われたから，いやそれじゃ困るんだって言って，私が発言して，

もうちょっと中長期のことは，その時その時で考えないで，きちっとビジョンを立てていかないといけな

いという話をしたんです。 
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その話は生涯学習と全く同じでして，私らのこの委員会は 10 年に１回ぐらいでしょうから，前の 10

年のを基にして今考えているのですけれども，これから 10 年先，これまた 10 年経ったらですね，この委

員会がこういうあれを出して，こういう意見でこういう答申を出したと言われると思うんですよ。その時

に，今までの変化とはもっと違う，ものすごい大きな変化が起ころうとしてますので，ちょっとその辺が

ね，耐えられるかどうかわかりませんが。とにかくですね，今日そういう意味では良い御議論をしていた

だいたので，10 年先でも，ビジョンのところ，理念のところ，これはですね，やっぱり言っておかない

といけない。そうすると，どっちの方向に行っているかというと，やっぱり社会の理念と個人の理念がう

まく絡み合っているという方向で，そこが今バラバラにになってますので，生涯学習力という点でですね，

連携・協力・統合していくということをきちっと出しておかないといけないと思う。これはお金とかそう

いうものが今取られてなくてもですね，その理念はいきてくると思うので，そういうことだろうと思いま

す。じゃあそういうことでございますので，ありがとうございました。それでは最後になりますが，お返

しします。 

 

閉会 

 

事 務 局：   ありがとうございました。 

        それではここで，委員の皆様に，教育部長の堀野から一言御挨拶申し上げます。 

教育部長：   閉会に当たりまして，一言御挨拶申し上げます。 

昨年２月，県教育委員会から生涯学習審議会に「これからの生涯学習の振興方策」について諮問をいた

し，委員の皆様方には，様々な視点から御審議をいただき，誠にありがとうございました。また，本県の

生涯学習の振興にとって「何が必要なのか」をより具体的に明らかにするための聞き取り結果等を踏まえ，

より明確な今後の方向性をお示しいただきましたことに対しまして，深く感謝申し上げます。 

後日，有本会長から答申をいただく予定でございますが，県教育委員会といたしましては，今後の具体

的施策に反映させるべく検討を進めるとともに，市町等関係機関・団体の皆様方と連携・協力し，生涯学

習・社会教育の振興に努めてまいりたいと考えております。 

終わりに，有本会長をはじめ委員の皆様方には，今後とも御指導，御支援を賜りますようお願い申し上

げ，簡単ではございますが，御挨拶とさせていただきます。 

事 務 局：   以上で，すべての日程を終了します。本日は，どうもありがとうございました。 


