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平成 22 年度第３回広島県生涯学習審議会社会教育分科会次第 

 

 日時 平成 22 年 10 月 25 日（月）午後１時～午後３時  

  場所 広島県庁北館４階 第一委員会室          

 

１ 開会 

２ 議題 

(1) 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 

(2) 同案に対する意見募集について 

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，８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。なお，竹下委員におかれましては，後ほど御到着の予定ということでございます。 

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：   それでは定刻となりましたので，ただ今から，「平成 22 年度第３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お集まりいただきまして，誠にありがとうございます。 

 

議題１ 

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：   本日の議題は,答申「これからの生涯学習の振興方策について」の案についてです。 

前回の分科会において，答申の骨子について議論し，骨子として４点の柱を取りまとめました。その後，

本日の分科会までの間に，私と事務局とで協議して，答申の原案を作成いたしました。 

それでは，最初に私から，答申案をまとめるに当たっての考え方を，答申案の中の「はじめに」と「お

わりに」の内容も一部含めまして，お話をさせていただきます。 

 

答申案のはじめのところは，いわゆるヒアリング調査，生涯学習関係者・社会教育関係者に事務局を中

心にヒアリングをしていただきまして，その結果，４点ほど課題といいましょうか，ありました。これを

踏まえて４つの柱ということで，問題点を踏まえてこの答申案では柱を設定したということです。 

１つは,社会や地域の課題に関する学習機会，これは教養関係の学習機会は結構ありますし，ニーズも

高いのですが，同時に社会全体からの課題というものについても学習していかないといけませんので，そ

ういったことを配慮すること。 

それから２番目は,生涯学習・社会教育を推進する人材の育成ということで，これもリーダーとかボラ

ンティアとか色々活動していただいているのですが，必ずしも十分ではないところもありますので，未来

を担う生涯学習の人材を養成するという課題があるということでございます。 

それから３番目に公民館等を拠点にして，家庭・学校・地域の連携を行っていくと。これも口でいうの

は簡単なのですが，なかなか地域・学校・家庭ですね，この辺の連携・統合というのは難しい課題にもな

っておりますので，これを極力推進していくこと。 

４点目として，生涯学習振興行政ですね，社会教育行政と，これは非常に重要ですね。 

ここの観点から取組をさらに進めていくという柱を立てて，ヒアリングを基にしながらできたものをま

とめるということで，第１回目につきましてはこの前の分科会で御検討いただきましたので，多少という
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か，かなりといいましょうか，御議論いただきまして課題になったところもありましたので，これを踏ま

えて先ほど申しましたように検討したというのが今日の案でございます。 

それで全体的に見ていただきましてですね，この前と変わったところがあるとすればですね，「生涯学

習力」というのをキーワードとして設定したということでございます。学習力という言葉はよく使われて

おりますけれども，普通は，それは学校を中心にした教育に対して子どもや生徒や，大学まで入れますと

学生ですね，これの学習力を高めていくと。あるいは今日ではそれの質保障をしていくという観点で非常

に重要になってきているのですけれども，生涯学習という観点からその辺をうまく連携させながら，ある

いは統合させながらやっていくというのは非常に重要性が高いのですが，これまで必ずしも十分に行われ

ていなかったということでございますね。そこをですね，少しアクセントをつけるという課題になったわ

けでございます。 

私，『社教ひろしま（第 55 号）』でですね，原稿を書かせていただいた中にちょうどぴったりのものが

ありましてですね。「社会全体の教育力の向上に向けて」ということで，「生涯学習力の涵養」というもの

を書いておりますので，これとですね，大体同じようなトーンになるということじゃないかなと思います。 

それで４つばかり言っているのですが，１つは人間教育というのは何千年も前から，ギリシャ時代から

パイデイア(paideia)という概念で，「善さを追求する」，だから人間教育というのは，個々人の人間の善

さを追求するということと，社会全体の善さを追求する，こういう理念的なことが大昔から言われて，ず

っとこれがですね，反復されながら今日まで続いてきている。ただ時代や社会が違いますので，そこらが

ずっと中身が色々変わってきますけれども，大局的にはそういうことがいえるということだと思います。

ただし，そういう理念で言っていることと現実との落差が結構ありますので，これをいかにして解決して

いくかというのが，その時点時点の課題だと，今日でも同じでございます。 

それから２番目に，教育力には社会側と個人側の両面からの概念が把握できるということで，エデュケ

ーション（education）という言葉を，ラテン語を引いていくと educare という「鋳型にはめ込む」とい

うのと，educere という「潜在的に持っているものを引き出す」という両面が合成されてエデュケーショ

ンという言葉はできているわけでございます。これは社会の側から，社会の目的とか方向とか理念という

ものを，新しく生まれてきた，あるいは育っていく人たちにそれを与えていくという，鋳型にはめ込むと

いうのはそういう方法ですね。それに対して個々人は,それぞれ自分で生まれたときから潜在的能力を持

っておりますので，これを外へ出していく。自分で自主的にやるという側面と，社会の側からそれをうま

く引き出す側面と，両方ありますけれども，そういう自主性・主体性みたいなものがあるのですね。この

２つがうまく絡まって統合されていけば，１番理想的になるということになります。そういう意味で両方

の取組が必要であるということになりますが，個人の側の教育という言葉をもし使うとすれば「自己教育」

ですし，置き換えれば今さっきから出ている学習あるいは学習力ということになります。 

３番目に生涯学習力という点に踏み込んでいうとすれば，やはり先ほどから言いましたが，生まれて亡

くなるまでの人生全体の中で，個人は何らかの意味で学習をしているわけですね，この学習力というもの

を，生涯学習力という観点から全体的に考えていく視点が必要になるということになります。今までは学

校とか家庭とか，地域とか，あるいは分断的であったのですが，生涯学習とか生涯教育という観点から言

えば，そこについて，今のような観点が必要になるのではないかということになります。 

第４にですね，両方の相互作用によって連携・統合するということになりますと，社会の追求する善さ

と個人の追求する善さというものがうまく，ドイツ語でいうとアウフヘーベン（aufheben），「止揚」する

ということになると思うのですが，そういう方向へ進んでいくと。 

改正教育基本法とか中教審の答申は，どちらかというと社会の側にアクセントを置いて教育力というも

のを論じておるのですけれども，そこで，やはり生涯学習力というものを言っているわけですけれども，
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アクセントの置き方が，どちらかというと,社会の側からになっているのですね。生涯学習力というとこ

ろをきちっと踏まえて，そこを伸ばしていくという形のところに，少しアクセントを置きながら，全体的

には改正基本法とか，あるいは中教審の答申とですね，うまく調和していくというか，そういう方向を思

い出そうということで，生涯学習力という言葉を使ったのは，広島県が初めてだろうと思います。非常に

ユニークであるし，21 世紀はそっちの方向へ進んでおりますので，中教審を超えたとは言えないかもし

れませんが，そういうちょっとユニークな面を出したというところがあります。それから同時に，学校と

社会が連携するという視点ね，学校で狭く学習力と考えないで，社会全体で生涯学習力という観点を考え

る，そこをつないでいくという，連携して統合していくという発想を入れているということですね。これ

もやはりこれからの時代においてはユニークであるし，先取りしているところがあると思います。そのよ

うなことで，特色を出したと。 

それから終わりのところでですね，この前も議論がありましたけれども，公民館というものが広島県で

はユニークな取組をしているというところを踏まえて，公民館を少し中心にしながら，核的なものにしな

がら，学校・地域社会・家庭というものの中心になるような方向性でというのを，アクセントを置いて出

していくということがありますし，それからやはり財政が厳しい中ですので，これからも難しいとは思い

ますが，先行投資ということもありますので，是非ですね，生涯学習・社会教育のところへ重点的に配慮

していただきたい。それから教育委員会，非常に重要な役割を担っておられるということで，ますますそ

このところが重要になると，そのようなことを入れておりますけれども，全体的には，今申しましたよう

なコンセプトで，これを作ったということで，御理解をいただいて，御検討いただければと思います。 

それでは，続きまして，答申案について事務局から説明をお願いします。 

生涯学習課社会教育監：  生涯学習課社会教育監の池田でございます。よろしくお願いいたします。 

        資料番号１を御覧ください。まず，答申（案）の全体構成について御説明いたします。表紙をめくって 

いただいて，目次を御覧ください。答申の本文では，８月に開催されました第２回当分科会で，御了解を 

いただきました４つの柱，それぞれについて，県，市町，大学，企業，ＮＰＯ，ボランティア団体などの 

様々な主体が，今後取り組むべき方向性について述べております。巻末には，参考資料として，これまで 

当分科会でお示ししております，生涯学習・社会教育関係者への聞き取りの概要や，答申の内容に関係す 

る主なデータなどをつけております。 

続きまして，答申本文の構成について御説明いたします。３ページを御覧ください。まず，【主な課題 

等】という見出しで，聞き取りの結果などから明らかになりました主な課題や現状について述べ，関連す 

る聞き取りの結果を四角囲みの中にお示ししております。続いて，【求められる方向性】という見出しで， 

課題を解決するために今後取り組むべき方向性を示し，最後に４ページにありますとおり，四角囲みで， 

求められる方向性を推進するに当たって特に留意すべき点をお示ししております。柱の１から４まで，そ 

れぞれこうした構成としております。 

それでは，４つの柱の内容について，特に御審議いただきたい【求められる方向性】を中心に説明して

まいります。 

まず，１つめの柱「社会や地域の課題に関する学習機会の提供」について御説明いたします。改めて３

ページを御覧ください。なお,【主な課題等】の一行目にありますように，生涯学習・社会教育は，行政，

大学，企業，ＮＰＯ，ボランティア団体，社会教育関係団体など，様々な主体において積極的に推進され

るものであります。答申の本文では，実施主体を示す時，その都度，表記が長くなるため，以下「関係機

関・団体」としております。 

 求められる方向性として，次の５点を掲げております。 

１点目は，「社会や地域の課題に関する学習機会の提供」でございます。 
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聞き取りの結果などから，趣味・教養の学習機会の提供はさかんに行われておりますが，地域の活性化

や家庭教育支援など，社会や地域の課題に関する学習機会の提供は十分に行われていないことが明らかと

なりました。そこで，関係機関・団体は，よりよい社会や地域をつくっていくために，社会や地域の課題

を取り上げた学習機会を提供することをより一層推進することが必要であると考えております。 

        ２点目は，「個人のニーズに応じた学習機会の提供」でございます。 

高齢化や余暇時間の増大する中で，個人のニーズに応じた学習機会は，個人の生きがいづくりや，仕事・

生活の向上を図っていく上で必要なものであり，関係機関・団体は，個人のニーズを十分に把握した上で，

引き続き，ライフステージに応じた，学習機会を提供することが必要であると考えております。 

３点目は，「学習機会に関する情報のネットワークの構築と利用」でございます。 

関係機関・団体は，学習機会に関する情報のネットワークを構築し，講座の実施日時や場所，対象者，

学習内容などの情報を交換し利用する中で，それぞれが実施する学習プログラムの工夫を図ったり，同じ

ような内容の講座をまとめたりして，提供する学習内容の充実や効率化を図ることが必要であると考えて

おります。 

４ページを御覧ください。４点目は，「学習者同士のネットワークの構築と利用」でございます。 

第２回分科会でいただいた御意見を受けたものでございます。関係機関・団体は，講師となる指導者が

学習者に教えるという形だけでなく，昨今，急速に発達しているインターネットなど情報通信技術を活用

して，学習者同士のネットワークを構築し，学習者が相互に教え合ったり，学び合ったりできる環境の充

実を図ることが必要であると考えております。 

５点目として，関係機関・団体は，様々な立場や状況にある学習者に対応した学習機会の提供や学習環

境づくりを推進することが必要であると考えております。 

留意点といたしましては，学習者の生涯学習力の形成に資するためにとして，５項目を掲げております。 

(1)では，広く県民や市町民の学習に関する実態の把握に努めること 

(2)では，郷土への愛着や誇りを育むこと 

(3)では，より多くの人が学習に参加しやすい環境づくりを行うこと 

(4)では，学習したことが地域づくりなどの具体的な行動に結びつくようにすること 

(5)では，学習者自身が学ぶ喜びを実感し，学ぶ意欲を持ち続けるようにすることを留意点として述べ

ております。 

以上，１つめの柱では，県民が，生涯学習力を高め，豊かで生きがいのある生活を送ることができるよ

う，関係機関・団体が，学習機会の提供を行う上で，今後重要であることについてまとめております。 

続きまして，２つめの柱「生涯学習・社会教育を推進する人材の育成・確保」について御説明いたしま

す。５ページを御覧ください。人材の育成や確保については，委員の皆様からその重要性について多くの

御意見をいただいたところでございます。 

        求められる方向性として，次の３点を掲げております。 

１点目は，「指導者，リーダー，ボランティアの育成・確保」でございます。 

聞き取りの結果などから，講師となる指導者や，活動の推進役であるリーダー，ボランティアが中心と

なり，様々な機関・団体で学習や活動が行われているものの，その人材の固定化・高齢化が進んでいると

いう実態があることが明らかとなりました。そこで，関係機関・団体は，学習や活動を充実，継続させる

ために，人材の掘り起こしを行うとともに，研修・交流の計画的な実施により，指導者，リーダー，ボラ

ンティアとなる人材を育成・確保することが必要であると考えております。 

２点目は，「その育成した人材の活動機会の確保」でございます。 

関係機関・団体は，人材を育成して終わりではなく，育成した人材が身に付けた知識や技能を十分に活
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かして様々な場面で活動していけるようにするために，その活動機会の確保を行うことが必要であると考

えております。 

３点目として，関係機関・団体は，学習や活動の継続的な充実を図るために，人材情報をデータベース

化し，共有することが必要であると考えております。 

 留意点といたしましては，４項目を掲げております。 

(1)では，どういう人材が求められているかを把握した上で，計画的に人材を育成すること 

(2)では，育成した人材が，継続して活動できるよう支援を行うこと 

(3)では，県民が，主体的に地域・社会貢献活動をしてみたいという意欲がわくよう，きっかけづくり

を行うこと 

６ページに移りまして，(4)では，定年退職した人が，生きがいを持ってより豊かな生活を送るために，

積極的に地域社会にかかわっていくことができるようにすることを留意点として述べております。 

以上，２つめの柱では，生涯学習・社会教育を推進していく要となる指導者，リーダー，ボランティア

について，10 年・20 年後を見通した人材の育成・確保を計画的に行うことが重要であることを，まとめ

ております。 

 次に，３つめの柱「公民館等を拠点とした学校・家庭・地域の連携」について御説明いたします。７ペ

ージを御覧ください。 

        求められる方向性として，次の２点を掲げております。 

        １点目は，「学校・家庭・地域の相互理解の促進」でございます。 

聞き取りの結果などから，少子高齢化，過疎化，核家族化などが進む中，住民同士の関わりが弱くなっ

ており，学校・家庭・地域が連携・協力して子どもを育てることが十分に行われていないことが明らかと

なりました。そこで，学校・家庭・地域は，連携・協力して子どもを育てる体制づくりを行うために，そ

れぞれの実状や課題，取組の方向等についての情報交換をする研修や座談会などの機会をより一層拡充し，

相互理解を進めることが必要であると考えております。 

        ２点目は，「公民館等のコーディネート機能の充実」でございます。 

日常的に人が集まり，様々な学習や活動，会議などが行われております公民館や公民館類似施設は，学

校・家庭・地域が一層連携・協力できる体制づくりをしていく上で重要な施設であり，持っている機能を

活かして，人材や情報のネットワークを構築し，人と活動を結び付けていくことが必要であると考えてお

ります。 

 留意点といたしましては，４項目を掲げております。 

(1)では，取組のねらいを共有化することや，各々に負担感が生じないよう工夫をすること 

(2)では，公民館や公民館類似施設がコーディネート機能を発揮するために，情報を把握すること 

(3)では，公民館の持つコーディネート機能をより一層活用してもらうこと 

(4)では，子どもが地域での活動に積極的にかかわるよう，学校との連携・協力を進めることを留意点

として述べております。 

 以上，３つめの柱では，地域全体の教育力を今以上に活かしていくために，住民にとって身近な存在で

ある公民館や公民館類似施設が拠点となり，体制づくりを行うことについてまとめております。 

 最後に，４つ目の柱「生涯学習振興行政・社会教育行政の充実」について御説明いたします。８ページ

を御覧ください。 

 求められる方向性として，次の４点を掲げております。 

生涯学習・社会教育を推進する上で極めて重要な地域の拠点施設である公民館に関しては，所管してい

る行政がしっかりと取り組んでいかなければならないという，委員の皆様からいただいた御意見を受けて，
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１点目に，「所管する公民館等の取組の充実」を掲げております。 

行政は，住民のニーズ，地域の実状をしっかりと踏まえた学習機会の提供や人材育成などの施策を十分

に行うことが必要であります。また，公民館同士が連携・協働して，新たな事業を企画したり実施できる

よう，施設間のネットワークづくりを進めることも重要です。さらに，住民が社会や地域の課題を十分に

認識し，活力ある地域づくりに共に取り組めるよう，学習や活動の計画段階から住民の参画を推進してい

くことも重要であると考えております。 

２点目は，「公民館における社会教育の推進」でございます。 

行政は，引き続き，学習機会の提供や人材育成といった公民館の機能の充実を図ることが必要であると

考えております。また，公民館職員は，住民の学習や活動の充実を図るために，学習機会の企画・立案，

人や情報のコーディネートなどにおいて，今後も中心的な役割を果たす必要があります。特に，館長は，

公民館が地域住民の学習や活動の拠点となり，コーディネート機能を十分に発揮できるよう，公民館の運

営者としてのマネジメント能力を高めていくことが必要であると考えております。 

３点目は，「社会教育主事等の必要数確保・配置」でございます。 

生涯学習・社会教育の推進を図る上で，社会教育主事をはじめとする専門性を有する職員が必要であり， 

そのため，行政は，その必要数の確保，配置を行うことが必要であると考えております。 

 ９ページを御覧ください。４点目は，「社会教育主事等の専門性の向上を図るための研修の実施」でご

ざいます。 

その専門性は，実務と理論学習の繰り返しによって向上が図られます。したがって，行政は，実務年数

などに応じた研修を実施することが必要であると考えております。さらには，様々な専門性を持った者が

交流することができる研修機会の拡充を図ることで，組織横断的なネットワークを強化していくことも重

要であると考えております。 

 留意点といたしましては，３項目を掲げております。 

(1)では，生涯学習振興行政・社会教育行政を推進するに当たって，今後，県として重点的に取り組む

べきこと 

(2)では，様々な主体が，より一層連携・協働して取組を推進すること 

(3)では，人材育成において，県として果たすべきことを留意点として述べております。 

以上，４つめの柱では，県民が生涯学習力を形成し，豊かで生きがいを持って生活できる社会を実現す

るために，生涯学習振興行政，特にその中心的役割を担う社会教育行政として推進すべきことについてま

とめております。以上で，答申（案）についての説明を終わります。 

有本会長：   事務局から説明がありましたが，御意見がありましたら，御発言ください。 

安藤副会長：   １つはですね，順番的に言うと，２ページの大きく立てられた最初の「社会や地域の課題に対する学習

機会の提供について」，ここで止まっていることが，生涯学習そのものに対する評価が低くなっているの

ではなかろうかと思います。本文の中の４ページの留意点(4)ではですね，ちゃんと書かれているのです

が，学習することの機会だけで止まってしまっている弱さというのがあるのではないかと，もっとダイ

ナミックに問題解決をしていくというようなことを本文の中で記述した方がよいのではないかというこ

とを１点思います。 

それから，同じ４ページ，大きく分けられた２番目です，「生涯学習・社会教育を推進する人材の育成・

確保について」，ここを読んだとき，ちょっとドキッとしたのですよね。というのは何かというと，後半

はまた読んで理解はできたのですが，我が県においては生涯学習についてはボランティアに任せるという

ことなのかという読み方をしてしまいました。順序が逆というわけではないでしょうけれども，本来であ

れば，推進する人材の育成ということであれば，公民館長をはじめですね，社会教育主事，そういったも
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のを指すのではないかと。ですから学習者であり同時に推進する役目なのですけれども，的確ではないの

ではないかという気が私はします。順序の問題，あるいは表現の問題，これは少しもう一度議論してみる

必要があるのではなかろうかなという気がします。当然ボランティア，あるいは意欲を持った皆様方のバ

ックアップも含めてですね，数を増やそうというところも同感できるわけですけれども，ちょっと表現あ

たりが気になったところです。 

それから冒頭，会長のお話された生涯学習力については，１項目いるのではなかろうかなと思います。

まだ腑にストンと落ちるという感じでは私自身ありませんので，何か説明文というのかですね，解説文と

いうのか，そういったものが必要ではなかろうかなと思います。 

有本会長：   今の御質問といいましょうか，御意見といいましょうか，４ページのところのボランティアに任せてい

いのかというような点ですね，それから表現の問題で，言い回しを変えたらそれでもいいのかなという気

がしましたが，その辺の問題が１つありました。 

生涯学習課社会教育監：  課題解決型，地域や社会の課題を捉えて学習していくということは，やはり到達点は少しでも地域ま

たは社会を変えていこうという力になる，またそれの素地なるものということで書いておりますので，今

のところを十分検討したいと，項目をですね，前の方向性のことがあった方がいいのではないかという御

意見でございますね。それから，求められる人材の育成，括弧のところのボランティアのことなのですけ

れども，我々色々文章を作りながらですね，はじめは別だったのです。でも最後の４つ目の柱のところに

行政がしっかりやらなければならないという形で，スポットで書き込みましたので，こちらの方はそうい

う育成を確保していかなければならないというトーンに落としたわけなのですけれども，委員のおっしゃ

られたこともよく分かりますので，十分検討したいと思っております。 

有本会長：   今のような状況でよろしいでしょうか。 

安藤副会長：   御検討いただければと。 

生涯学習課社会教育監：  ボランティアに頼ってということは思っておりませんので，４つ目の柱で読んでいただければですね。 

安藤副会長：   後半まで読めばわかるのですけどね，前半部分だけでいくと，あれれと思う感じがまずしたものですか

ら。 

生涯学習課社会教育監：  同列に扱うべきか，そう扱うべきではないかということですよね。学習した，積み重ね以降にですね，

学んだことの適切な評価であるとか，それをもっての，今度は次へつながる意欲であるとか，というとこ

ろで今度はボランティアという形になっていくと思いますので，整理したいと思います。 

有本会長：   生涯学習力については１項目入れるかなという御意見だったですけれども，そこを書くとどの程度にな

るかなというところが１つありますけれども，そこの書き方はかなり苦慮されて書いてもらっていますが，

最後にチャートが載ってましてですね，チャートのところにその点で一貫性を持たせたものを作っており

ます。ここの補足的な説明があれば，今の御質問が解消するかなと思って。生涯学習力のところをずっと

書こうとするとですね，私がさっき言ったようなことなども入れないと難しいかなと。そうすると全体の

バランスから言うと，そこがちょっと大きくなるというようなことも考えられるので，できれば図のとこ

ろの補足のようなところでですね，割とさらりとですね，しておくのがいいのかなとも思いますけど，ち

ょっと検討しないといけないですね。 

安藤副会長：   分からないわけでもないのですけれども，何か唐突な感じもしなくもないのですね，はっきり言って。 

有本会長：   まだそういう議論が煮えてないところもあるのですけれども，その辺が，多少短所でもありますけれど

も，長所でもあるというところがあります。ちょっと検討して，御意見を踏まえるような形で何とか改善

を図るというふうにしたいと思います。 

竹下委員：   遅れてまいりまして，全体の説明と議論をまだ承知せずに発言をしてしまうのもいかがかと思うのです

けれども，今のことに関して，少し地域の自治体の立場として言わせていただくとですね，行政的な立場 
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とボランティアだとか，そういう立場と，どっちが役割かといったら，どっちかに偏るという議論ではも

ちろんないわけで，お互いが持ち場，持ち場で十分機能を発揮することが最も良い形になっていくのでは

ないかと思うわけでありますけれども，人材の確保ということで言うとですね，育成という言葉が使われ

ていますね。もちろん育成も大事なのですけれども，だんだんと高齢化の社会が形成されつつあるという

ことになると，たくさんの経験・知識を持った方々の，生涯学習の，地域において参加をしていただく，

そういう機会をどうつくっていくかということが１つ大きなテーマになっていくだろうと思いますので，

そういう経験を持った人に参加をしていただくことが広い概念での育成だということであるとするので

あれば，それはそれでそうだと思いますけれども，もう少し踏み込んで，ここのところをですね，明確に

しておかれた方が，これからの社会のあり様として重要なのではないかというふうに思います。 

生涯学習課社会教育監：  「育成した人材が身に付けた知識や技能を十分に活かして」というところで，当然御高齢，または例

えば勤務をずっとして定年を迎えて，また定年を過ぎたという部分で，留意点のところにもですね，(4)，

６ページの上のところでございますけれども，そういった身に付けたもの，また培ったものを，社会の中

で，学習機会の中で，また学習活動の中で発揮していただこうと，十分活用していこうということで書い

ております。それから今，人材の育成という部分で技能または知識を持った方々のところへ参加していく

というところの部分についてはですね，育成したという部分だけ含むか，別の表現を使って表記するかと

いうところはまた検討させていただきたいと思いますが，委員のおっしゃられたところは十分踏まえて書

いていきたいというふうに思います。 

竹下委員：   十分そういう問題意識はありながら出来上がっているのだろうと思います。けども，あえて言わせてい

ただくと，まさにそういう知識・経験を持っておられる方が，指導者的立場であろうと，一生涯学習の受

ける方の立場であろうと，こういう方々が積極的に参加できる場をいかにつくっていくかということに結

局なっていくのではないかと思いますので，一方的に行政がぐいぐい引っ張っていくというのもですね，

なかなか今の状況では，例えば社会教育主事，人材として非常に役割重要ですよと言ったって，十分，数

だとかですね，あるいは能力的な専門的な分野をですね，カバーできるだけの社会教育主事の配置という

のはですね，なかなか十分，思うほどは可能ではありませんので，やはり多様なセクターが参加できるよ

うな形をどうつくっていくかというのがですね，社会教育も生涯学習も，そういうことの成否にかかって

くるのではないかと思います。 

有本会長：   基本的には全体的に学習機会を整理して保障していくという観点ですから，ボランティアとかリーダー

とか色々な方についても経験等を踏まえて積極的にイニシアチブが発揮できるような条件を整備してい

くということですので，その辺のトーンということは問題ないわけですよね。 

竹下委員：   認識としては，当然そこはもうあるはずですから。 

有本会長：   ですとやはり育成という言葉のようなところの表現などがちょっと指摘されているのかなと思いますけ

れども，育成する側面もあるのはあるわけですから，そこをちょっと勘案して検討していただくというこ

とで。もしよければ次に，御質問・御意見はございますか。 

安藤副会長：   もう１点，すっかり忘れていて，今，竹下委員の御発言で思い出したのですが，「はじめに」のところ

で，「知識基盤社会」というのがどうも腑に落ちないのですよ。知識の範囲でとどまるというよりも，先

回も少しお話させてもらったけれども，知恵を育む学習というのが大事なのではないかなと思っていま

す。知識，一般的に目にするのはどうしても情報というところになってくるのでしょうけれども，これ

を得るというのは，かつてのような状況ではなくて，非常に簡単に情報を得ることができることからす

れば，知識というのはかなり手に入れることができて，それをどう組み合わせながら自分たちの暮らし

の中で活かすかという，まさに生きる知恵みたいなものが大事なのでしょうけれども，どうそれを育む

かということの方が大事ではないかなと私は思っているものですから，どうもここの１文がですね，す
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んなり納得できないという思いなのですよね。 

有本会長：   ここはわりと簡単に書いてありますから，御議論があるところかなと思いますけれども，知識基盤社会

というのは中教審の答申などから日本でも出ておりますので，かなり定着した言葉にはなっているので，

これでそこのところを，その言葉が出てきた場合に少しそういう点も踏まえて読んでいくということはあ

る程度レディネスができているかなと思いますけれども。知識基盤社会とか知識社会というのは，これは

ドラッカー（Peter Ferdinand Drucker）が１番最初に言ったようなところがずっと出てきておりますの

で，多少合理的な側面もあるわけですけれども，知識社会というのは，情報社会のように情報を集めてで

すね，それをできるだけ知っていればよいという社会ではなくて，知識を自分の中で，ソフトで加工して

ですね，そして生きて働くような知恵ですよね，知識には知識と知恵と両方入っていると思いますが，そ

ういうものを創造的につくっていくという面がありますから，これが知識基盤社会では，そういったよう

な人材とか能力を持った人を育てていく，あるいは自主的に自分が育っていかないとですね，なかなかサ

バイバルできないという問題がありますので，これは基本的に社会の問題でもあるし個人の問題でもある

わけですが，そこの接点のところを生涯学習の中でどういうふうにしていくかということになると，やは

り学習力というようなものが，基本的に創造性とか，問題解決とか，考える力とか，そういうことを育む

わけですね。中教審は生きる力とか言っていますが。そういうふうに考えると，やはり生涯学習の中で条

件整備していくということになります。さっきの教育する側と自己教育する側，学習する側というものが

うまく噛み合っていくということになります。知識社会では生涯学習力，生涯を通じて学び続ける力が必

要となっているというふうに言うと，その間に説明を入れると，今言ったようなことが少し入ってくるか

なと思いますけれども，そこのところをはしょってあるところはあるなと思います。ただ知識社会論とい

うのはものすごく色々な解釈があります。 

安藤副会長：   中教審に従わなくてもよくて，広島風でいいのではないかと私は思うわけですよ。竹下さんのお話があ

ったように高齢化がどんどん進んでいく中で，まさに高齢者というのは知恵者なのですよ。そういった

意味でも情報というのもいっぱい持ってらっしゃるということ，そういった方々が表に出てこれるよう

な生涯学習であってほしいと思いますし，まさにこれからの高齢化社会でいえば，経験・体験の豊かな

方々がもっと表に出していける，知恵社会と言った方が，私はまだイメージとしては理解が進むのでは

ないかという気もするのですよね。 

有本会長：   それは基本的にはそういう視点・スタンスで書いているはずですから，もしそのニュアンスがあまり出

てきていないとすればですね，補筆するとか何かしてですね，生涯学習の中で生涯学習力のようなものを

問題にするのは，若い人中心で考えるということではなくて，やはり社会全体で平均寿命延びていますが，

そういう高齢者がですね，生きがいを持てるような，経験とか知恵とかあるわけですから，それが活用さ

れるような，そういう社会というのを言っているわけですから，もしパッと読まれたときにそういうニュ

アンスがちょっと感じられないということになれば，その場合はちょっと補わないといけない。安藤副会

長が理解できないということは他の人が理解するのは難しいでしょうから，それはちょっと安藤副会長に

も御知恵をいただいて検討するということでどうですか。 

生涯学習課社会教育監：  検討させていただきます。 

有本会長：   非常に重要なことを御指摘いただいていると思うのですけれども，今日は城戸委員がまだお見えになっ

ていませんが，この前大分，公民館のこと等をおっしゃったので，そこはかなり配慮しているところはあ

るのですけれども。 

竹下委員：   公民館が前に出ていますよね。確かに，公民館の利活用というのはですね，うちのはボロボロの公民館

なのですけれども，すごいのですよ，色々なのがありましてですね。この間，中国新聞の文化センターが

あるじゃないですか， そこの方が来られまして，色々と話を聞いていたのですけれども，何と中国新聞
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の文化講座・教養講座は，1,800 ぐらいあるのですね。私はせいぜい 50 か 100 ぐらいだろうと勝手に思

っていたのですけれども，1,800 ですよ，これはすごいですね。これだけやはり，中国新聞さんの教養講

座・文化講座を受けている方は，多分現役の中で，働きながらそういうものを活かしていきたいという方

がおられるでしょうし，退職された方もおられるでしょうし，様々だと思いますが，こういう基盤として

の多様性というのは確かにあるわけですよね。なおかつこれからの将来を展望しながら，あるべき姿を明

確にしようとするならば，やはり一段高いものを目指しているわけですから，城戸委員がおられようとお

られまいと，公民館の役割というのは確かに重要なものが地域でね，あるかと思います。 

有本会長：   この前の議論で，公民館というのは，広島県の公民館の取組というのが，全国的に見てもユニークで，

かなりしっかりやっていると。それはまあ数としてはどんどん減っているところもあるのだけれど，これ

以上ですね，弱くなっていくというのは困るので，むしろそこを強調しながら広島県の構想を出す方がよ

ろしいのではないかということで，その視点を非常に尊重してですね，もっともだということで，少し新

しく書いたというところでございます。城戸委員は今日御欠席になったようですね。ちょっと意見はお聞

きできませんけれども。 

中村委員：   私はこの４つの項立て，非常によくできているのではないかなと思っているのですが，行政として今後

生涯学習をどう振興していくのかというのは，先般も城戸委員がおっしゃっておられた，公民館を今後ど

うしていくのかということですよね。21 ページに公民館の状況が一覧表に載っておりますし，この中身

を見てもですね，やはりどんどんどんどん過疎化が進む状況にあって，23 市町になった状況にあって，

公民館がいかにも，生涯学習の拠点の場でなくなっているのではないかと，それをやはり行政としてどう

するのかというところを，明確に大きく打ち出しておくべきであろうと私は思うのですね。約 88,000 人

利用者が増えてですね，これは是非ね，やはりやっておかないと。遠慮することはないと思いますよ。今

盛んに，私どもの地域でも公民館まつりというのがありましてね，利用者はね，お年寄りがずいぶん多い

のですよ。ところがね，公民館長さんは，職員の方も皆ね，専任でない状況になっているのでね，もう少

し生涯学習時代，高齢化時代が続いて，限界集落が増えようかとする地域に対して，こういうところは行

政として力を入れていくべきではないでしょうか。 

有本会長：   今いただいた御意見はこの前の続きですが，中村委員はもうちょっと書けということですか。 

中村委員：   もう少しね，大きいことを書いていいと思う。 

有本会長：   これはやはり，議論したのですが，財政とかそういうものを伴わないとですね，理論倒れになるので，

そこまで踏み込めという御意見ですか。 

中村委員：   もうそれぐらいの措置をね，講じるようなことをね。やはりね，地域が壊れていると，人のつながりが

壊れているということになるわけですよ。だから活動はそこではできなくなるわけですよ。何もできない，

だから人も入ってこない。やはり私はね，大きな，公民館を中心とした皆さんの活動というのはね，ボラ

ンティアも育たなくなるわけですよ，だから財政的措置というのはね，はっきりね，明確に書いておくべ

きだろうと思うのですよ。 

有本会長：   私も作るときはちょっと議論したのですけれども，今，委員会で御意見が出ましたので，その辺はちょ

っと御検討はしていただかないといけないかなと思いますけれども。 

生涯学習課長：   今，竹下委員，中村委員からですね，公民館には頑張ってもらわないと，というような話をいただきま

したけれども，我々としても地域で，今ある，新しく作るのではなくて，今ある施設で，どこが中心にな

るのかというと，やはり公民館だろうというスタンスで書き込んではおります。８ページの方にですね，

やはり公民館の職員の問題でありますとか，能力の問題でありますとか，そういったところの中心となり

うる施設であろうと書いておりますけれども，今いただいた御意見を踏まえましてですね，さらに書き込

む場所とかですね，中身については検討してまいりたいと思います。 
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中村委員：   是非お願いします。 

有本会長：   じゃあ検討していただくということで。御意見ございますかね。 

曾根委員：   すごく細かいことですみません，11 ページのチャートなのですけど，これはこのまま出るわけですよ

ね。１番上のところですよね，要するに，下から聞き取りをしながらこういう課題が上がってきて，ずっ

と積み上げていってこういう取組をして生涯学習力の形成をしていくということで，その上のところがあ

りますよね，要するに「県民が生涯にわたる学習を通し…」という，ここのところはこのまま１文でいい

のですかね。つまり，例えば「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」というふうに，体言止めじゃないですけど，こういう形がすっきりするというか，他のところのこう

いう答申などでもこういう形で出ていた気がするのですが，ちょっとよくまた見てみないとわからないの

ですけど。 

有本会長：   他のところは体言止めで書いてあるのに，ここだけそういえば「である」で書いてある，確かに。 

生涯学習課社会教育監：  おっしゃられるとおりでございます。目指していくわけですから，「実現」ですね。さっそく修正させ

ていただきます。 

有本会長：   「実現」のところで体言止めで終わると，他のところと統一するということで。 

万治委員：   よろしいですか。柱の４番目「生涯学習振興行政・社会教育行政の充実について」というところの「求

められる方向性」の(3)でございます。「社会教育主事等の必要数確保・配置」ということがございますが，

現実，私は立場的に都市教育長の代表ということでございますが，教育行政をやっておりまして，他の教

育長ともよく話をするのですが，この社会教育のですね，これは資格ではなく講習修了だったですかね。 

生涯学習課社会教育監：  社会教育主事講習を修了して資格を得る，その後発令です。 

万治委員：   ここの中に，必要数を確保というので，現実にはね，私ども江田島市なのですが，職員が 500 弱いて，

この修了資格である社会教育主事の講習を修了したのは 36 名いるのですよ。だから必要数はいるのです

が，適正配置がなされていない，ここが１つ問題だと。私はいる職員を活用しようと思いましてね，実際

には現実はどうかというと，首長部局から教育委員会に行くと，今皆さん御承知のように，地教行法が改

正になって，文化・スポーツに関することが首長部局の方にできるようになっているのですが，以前は全

部教育委員会だったですよね。この社会教育主事講習を修了した者が担当すると，大体３年か４年かでし

ょうかね，そしてまた部局の方へ帰っていく，やっと覚えた頃に。そこもね，私はもう１回活用しようと，

例えばうちのような，公民館が 10 ほどでしたら，そこに１人か２人配置して，幹事等をつくってやれば

いいわけですね。そこのね，配置を，この文言からすれば配置だから今のことは含まれるのだと思うので

すが，そこらのところをもう１回，明確なね，表現にできないかということですね。実際にいるのですよ。

ただ，もっと言うと職員さんが２，３年でやると，この職をすると土日がほとんどない，そういうことも

ありましてあまり人気がない。ノウハウを持っているのですけど。これを活用しない手はないなというの

が，私どもの中で話をするところ。だから，そういう表現ちょっと一工夫でやっていただければ，皆さん

気がついてではないかと。いるのですよ，人材。 

生涯学習課社会教育監：  当方でもですね，各市町の社会教育主事の配置・設置状況等を調べさせていただいているのですが，

社会教育法の中に，社会教育主事というのが必置でございまして，置くとなっておりますので，置いてい

ただきたいわけなのですけど，なかなか条例的に職を設けなければならなかったりですね，今の異動の部

分がございます。ですので，発令していただく，せめて部署の中に社会教育の主事講習を修了し，有資格

者がいるという状況をどんどんつくっていっていただきたいというふうなお話をさせていただいている

ところでございます。今，委員がお話のところについては，この文章を協議いたしまして，検討させてい

ただきたいと思います。 

有本会長：   よろしゅうございますでしょうか。 
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中村委員：   もう１つよろしいですか。学校・家庭・地域の連携というところで，非常に今好ましい方向に行ってい

るのです。有田委員に聞きたいのですが，学校がずいぶん地域に出ていっていただきだしたですね。それ

はね，非常に良いのですね。見ても分かるのです。ただね，いまいち家庭の部分がね，弱いのですよ。こ

れはね，仕方がない部分もあるのかもしれないですが，いずれにしても，これは学校の先生の状況を見た

ら，かなりの負担を抱えているのではないかなと思うのですが，これはね，負担をかけていると思います

が，子どもにとってはものすごく良い影響があると思います。今後ね，やはり家庭をどう巻き込んでいく

かというのは，やはりね，ちょっと工夫しなければならないと思うのですが，どうですかね，その辺り。

やはり学校と公民館というのはよく連携していると思う，最近は。 

有田委員：   そうですね，家庭というと保護者が働いておられるということで，土日も働いておられるところもあり

ますが，地域の行事等にはですね，呼びかけをして，主催が地域であっても学校行事に入れるなどして呼

びかけているのですが，忙しいということで。今，あいさつ運動を多くの学校でやっておりますが，地域

の方はよく声をかけてくださるのですね。保護者の方はですね，朝夕，子どもと出会う確率が，やはり絶

対数が少ないというのはどこの学校でも共通しているところだろうと思うのです。ですから，中村委員お

っしゃったように，保護者と学校というのはある程度あるが，地域も一緒にというときに，巻き込むとで

すね，そこが広報だけでなく，ちょっと仕組んで，さっき課題解決型と出ておりましたけれども，そこは

学校の方も知恵と工夫をしてきたいところではあります。現実は，繰り返しになりますが，なかなか絶対

数の確保が難しいところがあります。 

中村委員：   やはりね，生涯学習を受け継いでいくのは子どもたちなのですよね。そうしたときに公民館を中心とし

た学校と公民館との連携はやはり必要であるし，地域で育てられているという実感を子どもたちは受ける

し，公民館活動をしておられる皆さんからすれば，私たちも育てていく，関わりを持ってやっていくと思

っていただくだろうと思いますが，もう一歩，家庭を積極的に取り込むというようなね，ということが今

からいるのかなと思うのですね。だからね，世代間交流なんていう場も，今，公民館が中心になっている

でしょうよ，幼児から中学生，高校生，場合によっては。最近では起こってきておりますのでね，という

のを感じております。そこの６ページ，７ページぐらいのところを見れば，家庭の啓発的なこともね，や

はりちょっと入れておかないといけないかなと思っております。 

米川委員：   よろしいですか。僕の学区ではですね，子ども会であるとか，体協であるとか，だから公民館だけでは

なくて，地域での社会教育の中で子ども会が主に中心になって，それを体協が支えて三世代交流をやると

いうような仕組みでうちの地域はやっているのですね。だからあまり，僕も子ども会やっていましたけれ

ども，公民館とのかかわりはなくて，体協と子ども会とでやっていた。それに学校の施設を貸していただ

いたりといったところですよね。 

坂本委員：   私は働くお母さんということもあって来ているのですけど，今，色々な働きをしていますよね，お母さ

ん。それで町内会制度が崩壊して，子ども会というのはわりと町内会の中に位置づけされているのですよ

ね。それで子ども会に，町内会に入っていますと子ども会にも入っている方が圧倒的に多いのですね。私

もたまたま娘がですね，結婚してアパートに入っていて，そのアパートが全然町内会に入っていなかった

のです。子どもができて初めて知ったと。それも何とも思っていなかったと。それで結果的にはですね，

やはり色々なことの情報が入らないのですね。幼稚園とか保育所とか行くときに，子ども会に入っていな

いと，色々なこと，地域に根ざしてやるということができないし，というようなことで，私が指導したり

して，アパートで２人か３人入ったら，神社のことから色々なことをして，かかわり持つようになってき

ているというのをね，聞いて，自然に他の人も入らなければいけないというふうになったと聞いたので，

やはり今，町内会制度が崩壊しているので，役をするのも面倒くさいとか，色々なことでですね，お母さ

んも働いたりするわけですから，そういうことではすごく強いですよね。ですからやはり今，中村委員が
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おっしゃったように，学校の方，地域もですが，そういう呼びかけをして，やはり入ることの重要性とい

いますかね，そういうことをもう少しアピールしないと，あまりそういうことを気がついていないという

か，面倒くさいから今これでいいとか，それでなくても色々なカルチャーとかあるわけで，困らないとい

うかね，そういったことがあるわけですから，やはり若い人にそういうことの呼びかけをすることで，や

はり巻き込んでいくということをしないといけないということを思いますね。町内会に入らないと，色々

なことで難しいです。 

中村委員：   同感ですね。自治の基本がずれているのですよ，今，地域自治の。だからね，坂本委員のお話というか，

ちょうど，７月集中豪雨でね，（ある地区が水に）つかっちゃったのですよ。そのつかった地域の皆さん

に防災の知らせ方がないのですよ。入ってないのだから。訓練もされてないのだから。つかったときに初

めて，私らはどうしてくれたのだということになるわけですよ。どうやって緊急連絡を通報してくれたの

だとかですね，一体この処理をどう落とし前をつけるのかとかですね，いわゆる入っていない人がですね，

今度はものすごい権限を持ってね，私たちは何もやってもらっていないという。だからこれはね，そうい

う意味ではここで言うべきものではないのですけれども，行政区域でね，自治活動へは絶対入らなければ

いけない。崩壊しているわけですから。全部入るのが原則だったのです，昔は。だから例えば，被害状況

を調査しようとしても，どこに何人住んでいるのかわからないのですから。そういう状況でね，これは生

涯学習だけの問題ではないですが，そこらもね，若干私たちも考えてやらないといけない部分もあります

ね。ちょっと余談になりました，ごめんなさい。 

曾根委員：   ６ページなのですけれども，「公民館等を拠点とした学校・家庭・地域の連携について」でありますね，

そこなのですけど，今年公表されましたスポーツ立国戦略などでは，スポーツ界の連携・協同というよう

な形で出ているのですが，ここの場合は家庭が入っているので協力という形になるのだろうと思うのです

けど，中の文章では「連携・協力して子どもを育てる」とか，「一層連携・協力できる」って書いている

ので，ここは協力という言葉もいるのではないかなというふうに思うのですね。したがって「地域の連携・

協力について」っていうふうにして，２ページのところも，柱の３番目の中に，「地域の連携・協力につ

いて」っていうふうにした方が統一される。ちょっとごちゃごちゃしています。 

有本会長：   それはどうでしょうか，事務局の方は。 

生涯学習課社会教育監：  整理させていただきます。 

有本会長：   そうですよね，ここで議論するにしては大きい問題すぎるようなところがありまして，地域の解体，地

域が凝集力を失ってきているというような問題はなかなか難しいですが，やはり社会教育とか生涯学習の

観点から言うと，子どもたち，未来を背負う世代がやはりきちっと成長・発達していくと，そういう機会

を保障するということですから，もしそこらがですね，分断化されているような状況があるとすればです

ね，それに対して，そういう子どもたちは宝なのですから，きちっとやるという視点を繰り返し繰り返し

言うと。言うと同時に実践につながらないと言い倒れになりますけれども，やはり家庭と学校と地域で，

学校はみんな行きますし，家庭の関心も学校のことは非常に高いと思うのですが，学校から出たときに家

庭がどれだけ子どもたちをフォローできるのかというようなことですよね。それからやはり地域と学校の

連携はある程度進んでいる面があるとしても，家庭がやはり崩壊してきているようなところもあってです

ね，うまくいかないと。これはちょっと文明病みたいなところがありますので，なかなか難しいのですが，

しかしやはり家庭のところをきちっと考えながら，その三者のところの凝集力を持たせるような方向とい

うのは非常に大事なことじゃないかなと。子どもたちというのはやはりアイデンティティを，生涯学習力

というのは自分の中でアイデンティティをつくっていくわけですから。子どもたちは昔からよく言われて

いるのは，ある程度適応力があるからこっちの場ではこっちのように適応し，こっちはこっちで適応し，

カメレオンのように変色していくような力も一方では持っているのですが，しかし分裂してしまうとです
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ね，やはりよくないので，できるだけ子どもが自分で安定するというか，そういう力を発揮できるような

方向へ整理していかないといけませんので。生涯学習力という中にはそういうものが非常に入っていると

思いますね。そこのところで共通に，社会や学校や地域や家庭がコンセンサスを得るような方向へ行かな

いとですね，今言っている生涯学習力というのはなかなか難しいということになりますから，できるだけ，

10 年・20 年スパンでこれから考えてくれば，ますますそこが重要になってくるということと思いますの

で。何かそこ，ちょっと盛り込めるところがあれば盛り込んで，盛り込めないとすれば何とかしないとい

けません。 

生涯学習課社会教育監：  お話いただいたことは重々我々も感じているところでございますので，子どもを地域で育てるとか，

地域を活性化していくという部分で，いただいた御意見をですね，検討していきたいと思います。 

有本会長：   ありがとうございました。地域のその辺の問題は昔から言われているのですが，なかなか難しい。他の

御意見はございますか。まだ御意見あると思いますけど，何か言い残しされているというようなことはご

ざいませんか。これは 10 年・20 年先のことを考えていますので，是非，大事なことを忘れますとですね。

じゃあ色々な御意見が出ましたから，私全部きちっとまとめていないのですけど，社会教育監の方でテイ

クノートしていただいているかなと思いますので，改善するところは改善する，検討するべきところは検

討する，それから御知恵を拝借するところは御知恵を拝借して，というのがあったと思いますので。なか

なか１つの案をつくるというのは難しいところもありますので。よろしいですかね。 

曾根委員：   １点お聞きしたいのですけど，スポーツとはちょっと違うのかもしれないのですけど，生涯学習の振興

方策の中に，例えば，こういう言い方はあまり良くないのかもしれないですけど，社会的弱者の方への視

点は入れないでよろしいのでしょうか。例えばそういう方がもっと学習の機会を得るようなという，ここ

の中には入っていると思うのですけど，文言として出すということはしなくてよろしいですか。 

有本会長：   それも多少検討したかと思いますが。 

生涯学習課社会教育監：  前回のときも外国籍の方の問題とかを含めて御意見をいただいたところだと思います。４ページの学

習機会の提供のところの(5)でございますね，「様々な学習者に対応した学習機会の提供や学習環境づく

り」という項のところで書かさせていただいております。 

有本会長：   そういう表現で，包括的に解決していただいていると。具体的に言うと非常にたくさん，色々な問題が

出ておりますよね。確かに社会的弱者だとか社会格差だとか色々な問題が出てきておりますし，ワーキン

グプアとかですね，色々な問題がありますから。そういうものを考慮した表現として今のような形で言っ

ていると。「例えば」というのを入れるか入れないかという違いはありますけれども。おっしゃっている

ことは非常に重要なことですので，できればそうしていただいて，今のようなところで伝えていけるとい

うことだったらそれでもよろしいですか。 

曾根委員：   はい。 

有本会長：   日本は今，ＧＤＰでは世界で２番か３番，経済大国ですが，色々な指標で世界的に比較をした貧困度と

かで見ていくとですね，豊かさが非常に減ってきているわけですから，それはやはり指数的には改善して

いかなければならないし，色々問題があります。それをいちいち全部挙げていくと大変なことになるので，

少し抽象的な表現ですけれども，そういう部分も盛り込んで言っているのだというニュアンスを出してい

ただいたらと思います。 

今さっきちょっとまとめかけましたけれども，それぞれ重要な，大切な御意見をいただきました。それ

で全部まとめると 10 項目ぐらいになるかなと思いますけれども，簡単に字句の修正程度で済むようなと

ころと，文言ですね，それを少し考えないといけないというような面もありましたけれども，これは次の

分科会までの宿題にさせていただいて，事務局と私の関係がありますから，検討させていただく。それか

ら先ほど言いましたように知恵を拝借するというところがありますので，もしそういうことでお願いする
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ことがある場合には，是非ですね，お願いしたいと思います。ということでいかがでしょうか。 

 

（委員了承） 

 

議題２ 

同案に対する意見募集について 

有本会長：   それでは，議題２に移ります。 

        第１回の分科会で了承しましたスケジュールにもありますとおり，答申案について県民の皆様の御意見

を伺うために，パブリックコメントを実施いたします。パブリックコメントの実施案について，詳細を事

務局から説明してください。 

生涯学習課社会教育監：  資料番号２を御覧ください。第１回分科会で御承認いただきましたスケジュールにもありますとおり， 

審議いただいております答申案につきまして，県民意見募集を実施いたします。本日御審議いただきまし 

た内容を含めまして，内容の整理を行った答申案を公表し，これに対して県民の皆様から御意見をいただ 

くものです。募集期間は，11 月４日から 18 日までの，２週間といたします。その他，意見の提出方法や 

御意見記入用紙，公表方法につきましては，資料に記載のとおりです。 

        県民の皆様からいただきました御意見につきましては，事務局において整理いたしまして，第４回分科

会におきまして，御報告いたします。 

有本会長：   事務局から説明がありましたが，御意見がありましたら，御発言ください。特にないようでしたら，パ 

ブリックコメントについては，事務局の原案のとおり実施してよいでしょうか。 

 

（委員了承） 

 

有本会長：   それでは，事務局の原案どおりパブリックコメントを実施し，第４回分科会では，パブリックコメント

に寄せられた意見について議論したうえで，答申の成案を得たいと思います。 

 

その他 

 

有本会長：   その他に事務局何かありましたら，説明をお願いします。 

事 務 局：   次回の会議の日程について申し上げます。次回の分科会は11月下旬から12月上旬に予定しております。 

具体的な日程につきましては，後日，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ので，どうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。 

閉会 

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。 


