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平成 22 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 22 年８月 10 日（火）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 

 「これからの生涯学習の振興方策について」の骨子について 

３  その他 

４ 閉会 



 

開会直前 

 

生涯学習課課長代理：   お待たせいたしました。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，現時点で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ございます。

開催の度に，お願いをしておりますけれども，一つ目は，録音についてでございます。この会議の議事録

を作成するために，本日の会議の模様を，録音機を使って，録音させていただきたいと存じます。もう一

つは，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，適宜，写真撮影をさせていただきたいと存じます。以上，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２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。本日は猛暑ですが，猛暑よりきついのは，酷暑とか極暑とかいいますけれども，

非常に暑い中お集まりいただきまして，誠にありがとうございます。議事に入ります前に，第１回の分科

会以降に委員の交代がありましたので，事務局から御紹介をお願いします。 

 

委員紹介 

 

生涯学習課課長代理：   失礼します。広島県 PTA 連合会母親代表の交代に伴いまして，花満美和委員が辞職されまして，後任と

して平成 22 年７月 10 日付けで田坂京子委員が就任されました。今日ご出席いただけるとお返事をいただ

いておりますが，現時点では到着されておりません。なお,新しい委員名簿につきましては次第の次に資

料としてお配りしております。以上でございます。 

 

骨子の背景と問題意識について 

 

有本会長：   それでは,本日の議題でございますが,「これからの生涯学習の振興方策について」の骨子についてでご

ざいます。まず，審議を行うに当たりまして，私の方から，骨子の背景とか問題意識について若干話をさ

せていただきます。お手元に有本メモがあると思いますが，これはドラフト程度のものでありますので,

まだ触れないといけませんけれども,一応全体の骨子を考える場合に，私から拝見しまして，こういった

視点とか論点といったものを，考えておいたほうがよろしいのではないかと思いますので，そういったと

ころを少し書いております。まず生涯学習，あんまり時間はありませんが，見ていただいてお話させてい

ただきます。お手元に５枚ほどありますけれども，これを見ていただいていると思いますけれども，少し

はしょってお話をしたいと思います。 

まず，生涯学習というのは，ご存知のとおりだと思いますが，生涯にわたって具体的な学習活動を行う

と，中教審の答申にもございます。それから，もう一つ立ち入って，中教審の平成 20 年の答申にもござ

いますが，生涯学習は，各個人が自発的意思に基づいて行うことを基本として，手段についても必要に応

じて，可能な限り自己に適した手段及び方法を自ら選んで行うものであるという考え方がございます。こ

の定義に従いますと，生涯学習は，あくまで個人の自発性や主体性を基盤に行われることを基本とする概

念であるということになります。このような生涯学習の理念を実現するための施策を推進することが，生



 

涯学習振興行政では必要となります。この私どもが今から考えます生涯学習計画におきましても，まあ具

体的には答申になると思いますが，基本的には，このような生涯学習の理念やその行政を通した施策によ

る推進の充実が重要であるというふうに考える観点にたっているということでございます。各個人の学習

活動とは，一人ひとりの生涯を通じて行われる学習でありまして，個人の自主性や主体性に基づいて展開

される，こうした具体的な学習活動は，個人の側の要望と社会の側の要望が相互作用しながら展開されま

すから，個人の学習ニーズが高まることと，そのことを社会から支援することとが調和的に作動する必要

がございます。 

ちょっととびますが，全国調査によりますと，家庭・地域の教育力が低下している，公民館数が減少し

ている，社会教育主事の配置状況が減少している，といったようなデータが全国レベルで出ています。社

会の学習力を養成する機能が次第に低下する状況が見られる，広島県におきましても，大分そのような変

化が生じているというふうに推察されるところですが，このような現実を勘案しながら，県民の一人一人

の学習力を高めるために，今後の中長期の生涯学習計画を構築することが求められます。色々な変化が生

じている現代社会を直視していますと，生涯学習の将来構想を描くのに際して，是非考慮しておかなけれ

ばならない変化があります。次のような変化でございます。 

１つは，国や地方自治体を通じて，積年の累積赤字によって財政が思わしくない状態に陥っている。一

千億円，一千兆円ですか，このレベルの補正赤字もでているわけですから，地方自治体も同様に色々な問

題があるということでございます。 

２番目に，合計特殊出生率の低下が続いておりますが，人口減少というのが国や地域レベルで起こって，

「少子高齢化」の現象が顕著になっていると。このことは，世代間格差とか，生産力の減退という問題に

繋がっていると思いますので，社会発展の活力が失われていくということもあります。それと同時にです

ね，最近の平均寿命は男性 79 歳，女性が 86 歳でございますので，これから 10 年，20 年先になりますと，

もう少し平均寿命が延びるかなということも予想されるわけでございます。そういう中で，概して老後の

時期が長くなってきているということと，単身世代が増えてきていると，将来 37％か 38％というような

予想もありますが，こういった現象が進行してきているということでございます。従来に比較して，人口

減少に伴う少数の国民や市民が，長い人生を通じて生きがいを持って生活するためには，社会自体が不透

明になっていますので，的確にそれを読み込んで判断すると，いわゆる創造力や問題解決力というのが,

子どもや生徒，学生にも必要なのですが，同時に社会人としても非常に重要となっている問題がございま

す。それは，そういう資質や学力を保証するシステムが作用しなければならないいうことから，これから

も社会からも個人からも質の高い学習力や学力が求められる時代が到来しているということで，それに対

応していかないといけないという問題がございます。 

３番目に，1960 年代から情報化社会というのが進展してきた訳でございますけれども，ポスト情報社

会ということで，知識基盤社会化とか知識社会といわれる現象が起こっております。まあ知識への比重が

社会全体において非常に高まっているということでございます。ライフサイクル全体の生涯学習というも

のを考えるときに，知識を基盤にした社会というのを前提にしながら，誰でもいつでもどこでも学習して

いけるような条件整備，或いは学習の質保証というのが課題になってくる。行政の側にも同じようにある

と。 

４番目に，グローバル化が進行しておりますので，いわゆる国際化に比べて，文化を担保するという側

面が弱くなっているということがございます。これは，政治，文化，教育の領域にも広がっているわけで

ございます。経済の領域が一番先端的にいっておりますけれど。こういう状況の中で,グローバル化は画

一化の方向へ進みますので，できるだけ地域や社会の伝統や文化を担保していくということで，グローバ

ル化に対応するということも必要となってくるわけですが，こういった点は，生涯学習を考えるときに必



 

要な視点となってきます。 

５番目に市場原理のメカニズムが，市場原理というものが，この 20 年間急速に進んできたと思います

けれども，この問題は資源配分と直接関わっておるわけでございまして，今後もこの流れというのは，や

っぱり強まっていく状況にあろうと思うんですね。そういう構造の中で，資源の配分とか財政の問題，選

択と集中とかですね，こういうものが強まる可能性はありますけれど，そういう構造の中で，生涯学習と

いうものをみていかなればならないので，そのへんのところですね。 

アカウンタビリティーが問われる中で，どのように考えるのか。今後 20 年間，今言ったようなことを

踏まえて，色々な課題があると思いますけれども，一つは，財政的な問題ということから起こってくるわ

けでございますが，結論的には，広島県のこれからの興亡といいましょうか，存亡といいましょうか，や

はり人材養成であるわけですから，あるいは市民教育であるわけですから，そうやって生涯学習の支援と

推進を十分な課題としなければなりません。これがうまくいかないと，ツケが将来生じてくるわけでね，

そういう問題があります。教育は非常に遅効性ですので，すぐに結果がでないという点があります。これ

を逆に言うと恐ろしいわけで，10 年 20 年経った先，今手を抜いておりますとツケが回ってくると。この

へんをきちっと予算措置等をやりながらやっていくという課題があると。 

２番目の人口減少社会ということで，先ほど申しましたような格差とか色々な問題が起こると思います

けれども，そういうことにきちっと対応しながらですね，広島県でも山間地域と都市部では相当格差があ

りますので，これがもっと早まっていくと思うんですね。これをどういう風に考えていくかというところ

でございます。 

第３に，知識基盤社会の発展ということで，２つの流れからいうと社会の個人化と個人の社会化という

流れがあると思いますけれども，基本的には，個人がしっかりと生涯にわたって学習ができるということ

を条件整備をしていくということになりますので，そのへんを入れて考えなければならないということで

ございます。 

第４に，グローバル化というのが進んでおりますが，先ほど言いましたグローバル化という視点が必要

であると。 

第５に，市場原理が進んでおりますので，先ほど言いましたことと重複するかもしれませんが，財政事

情が厳しくなってくると思うんですね。これからますます厳しくなってきます。しかし，生涯学習という

のは，まあ教育というのは非常に重要であると，学習というものは特に重要ですから，学習というのは，

社会発展の要の問題でございます。こういった点を特に考慮しなければなりません。 

以上申しましたような側面がございます。今度の骨子のところで，４つ説明される中で出てくると思い

ますけれども，今言ったような側面に対して活動していくという観点が強いと思います。 

それからもう一つ基盤的には，第６に書きましたけど，生涯学習へのニーズですね。学習者自体がニー

ズを持っておられると。そこのところを基盤にして，生涯学習計画というのは成り立っていますので，こ

このところは，注意しすぎることはないということです。まあ，特に教養型というのは，基本的にあまり

変わらないと思うんですね。個人のニーズからするとですね。ところが社会はどんどん変化していますか

ら，社会からの要請・要望というのは変わってきますので，これを的確に学習者に情報提供とか，リーダ

ーの支援とかいうような条件整備をしていかなければならないという課題があります。この２つがうまく

調和がとれて発展するということが，広島県の生涯学習力が高まっていくということで，社会発展に繋が

っていくということです。 

ちょっと急ぎましたけど，大体そういったポイントと，そういう施策の方向性みたいなものがあるんじ

ゃないかなということで，課題提示させていただきましたということです。この点につきましては，あと

で何かありましたら，ご質問いただくことにしてですね，次にいかせていただこうと思いますけど，よろ



 

しいでしょうか。 

 

骨子案の全体の概要について 

骨子１・２について 

 

有本会長：   前回の分科会において，生涯学習・社会教育を行っている場において主要な課題を把握するため，事務

局においてヒアリングを実施することになりました。その結果をふまえて，事務局で骨子の案を整理して

おります。骨子としては，４点を考えているわけでございますが，骨子１・２，骨子３・４と２つずつ検

討していき，最後に取りまとめを行いたいというふうに思います。１・２とそれぞれ各論でやりますと時

間がかかりますので，時間の点も考えて１・２をまとめて，それから３・４をまとめて，というふうに進

めて行きたいと思いますので，よろしくお願いします。それでは，骨子案のですね，全体の概要と，骨子

１・２の内容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：  失礼いたします。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。 

では，骨子についての具体的な説明をさせていただきますが，その前に，生涯学習・社会教育関係者へ

の聞き取り先について，御説明いたします。本日お配りしております資料，答申骨子（案）の 10 ページ

を御覧ください。１番最後のページでございます。 

前回の第１回分科会での審議を受けて，６月中旬から７月初旬にかけて，事務局職員で，実際に生涯学

習や社会教育の現場で事業に携わっている方から，それぞれの機関・団体での現在の取組や課題について

聞き取りを行いました。訪問先としては，都市部・島嶼部等の４つの公民館，中山間部の３つの公民館類

似施設，食品系・エネルギー系の４つの企業，２つのＮＰＯ法人，先ほどの公民館や公民館類似施設と連

携し活動している７つのボランティア団体，そして，３つの大学，４つの小学校・中学校でございます。

これらの方々から伺った取組や課題は，この後説明いたします骨子（案）に反映させております。 

聞き取りの詳細については，「聞き取りのまとめ（概要）」として，机上にＡ３のファイルを置かせてい

ただいておりますが，そちらの方でお配りしております。なお，その資料につきましては，聞き取り先の

御要望等もあり，取扱注意の非公開とさせていただいておりますので，御了承ください。本日は，この聞

き取りの結果などから，生涯学習振興において今後取り組むべき重要な課題と方向性について，答申骨子

（案）として御提案させていただきます。まず，骨子（案）の全体の概要について御説明いたします。１

ページを御覧ください。骨子は，４つを考えております。 

 １点目の骨子は，「社会や地域のニーズ・課題に対応した学習内容の提供について」であります。様々

な機関・団体で，個の要望に応じた趣味・教養の学習内容の提供は行われておりますが，今後より一層，

豊かで充実した人生や活力ある地域づくりにつなげるためには，社会や地域のニーズ・課題を把握した上

で，そのニーズ・課題に対応した学習内容の提供も，同様に推進する必要があると考えております。 

 ２点目の骨子は，「生涯学習・社会教育を推進する人材の育成・確保について」であります。講師とな

る指導者や活動を行う際のリーダーが中心となり，様々な機関・団体で学習や活動が行われておりますが，

その人材が固定化・高齢化するなどしており，生涯学習・社会教育を推進するためには，指導者，また，

リーダー，そして，ボランティアの育成・確保をより一層図る必要があると考えております。 

 ３点目の骨子は，「学校・家庭・地域の連携による取組の充実について」であります。核家族化，少子

高齢化が進む中，地域全体の教育力を活かした子どもの健全育成や地域の活性化が求められており，学

校・家庭・地域はそれぞれの役割を明確にし，共に取り組んでいく必要があると考えております。 

 ４点目の骨子は，「社会教育行政等の充実について」であります。県民が生涯にわたって主体的に学習

を行うとともに，学習した成果が適切に評価され，それを活かしていくことができる生涯学習社会の構築



 

が求められています。行政においては，職員の専門性の向上や社会教育施設の運営の工夫などによる体制

づくりを行う必要があると考えております。以上で，骨子（案）の全体の概要についての説明を終わりま

す。続きまして，それぞれの骨子を説明させていただく前に，資料の構成について御説明いたします。２

ページを御覧ください。 

まず，四角囲みの中に骨子の柱及び主な課題を明記し，その下の四角囲みの中に，その主な課題を踏ま

えた具体的な取組の方向性について，(1)，(2)，(3)とお示ししています。その下から骨子に反映させた

聞き取りの結果をお示しし，次のページでは参考資料として県の状況や国の動向をお示ししています。骨

子１から骨子４まで，こうした資料構成としております。なお，委員の皆様方から幅広く御意見をいただ

きたいと考えておりますので，骨子１と骨子２，その後，骨子３と骨子４と，２つずつまとめて説明させ

ていただきます。そのため，多少説明の時間が長くなりますことを，御了解いただきたいと思います。そ

れでは，まず，骨子１と骨子２について御説明いたします。改めて２ページを御覧ください。 

骨子１です。「社会や地域のニーズ・課題に対応した学習内容の提供について」。様々な機関・団体で，

個の要望に応じてさかんに提供されています趣味・教養の学習は，高齢化・過疎化が進む中，高齢者の生

きがいづくりにつながるものであり，引き続き提供されるべきものです。しかし，一方では，学習者自身

が学習した成果を活用し，豊かで充実した人生や活力ある地域づくりにつなげるためには，地域の活性化

や家庭教育に関するものなど，社会や地域のニーズ・課題に対応した学習内容の提供も，十分に推進する

必要があると考えております。その場合，「聞き取りの結果」「①住民の地域活動につながるよう，講座を

企画したが，参加者が集まらず，実施に向けて苦労した。」にみられる状況もあることから，提供する学

習内容が学習者のニーズに合致していることや，社会や地域のニーズや課題に学習者が自ら関心を持って

いることが重要であります。そのためには，学習内容を提供する側が，社会や地域のニーズ・課題を十分

に把握することが前提となります。 

 骨子１の具体的な取組の方向性として，(1)から(3)の３点を挙げております。 

１点目は，「聞き取りの結果」「骨子１－(1)に反映」にありますとおり，例えば，公民館からは，「⑤男

女共同参画等社会のニーズに対応した学習プログラムを企画・立案する時，講師情報が少なく，実施しに

くい。」とか，大学からは，「⑨大学として，県民の知識の向上をめざしており，最新の研究内容を提供し

ている。」との声があることなどから，「(1) 学習内容の充実を図るために，行政，大学，企業，NPO，ボ

ランティア団体等は，講師や学習内容に関する情報のネットワークを構築し，それぞれの機関・団体で相

互に提供できる学習プログラムを開発する。」としております。 

 ２点目は，「聞き取りの結果」「骨子１－(2)に反映」にありますとおり，公民館からは，「⑩地元の伝統

工芸企業から講師を招聘し，ものづくりのノウハウを生かした子どもの体験活動を実施するなど，地域の

教育力を活かしている。」，学校からは，「⑪総合的な学習の時間に地域のボランティア団体の協力を得な

がら学習している。こうしたことにより，学校教育の充実だけでなく，ボランティア団体の方のやりがい

につながっている。」との声があることなどから，「(2) 地域住民の地域への愛着や誇りを維持・確立し，

地域の活性化等につなげるために，公民館等社会教育施設等は，伝統文化や伝統工芸等の地域の特色に関

する学習内容の提供を推進する。」としております。 

 ３点目は，「聞き取りの結果」「骨子１－(3)に反映」にありますとおり，公民館からは，「⑫高齢者から

のエレベーター設置や手すりの設置要望が多い。」，ボランティア団体からは，「⑬野外の活動で，トイレ

などの設備等の面で高齢者や障害者に配慮していなかったので，参加者が限られた。」との声があること

などから，「(3) 行政，大学，企業，NPO，ボランティア団体等は，高齢者，障害者，子育て中の親等，あ

らゆる学習者の立場に立った学習内容の提供や学習環境づくりを推進する。」としております。１枚めく

って，３ページを御覧ください。県内の状況等としては，①にありますとおり，市町が主催する平成 20



 

年度の学級・講座数の合計は，平成 11 年度と比較すると約 8,200 も増加しています。そのうち，語学・

文学・歴史や趣味・稽古ごと等の教養を高める内容が，平成 20 年度には約 10,700 講座と２倍に増え，各

個人が興味や関心に基づき，自らを高めるために行う個人的な学習活動への支援は積極的になされてきて

おります。一方，現代的課題の学習内容は，平成 11 年度と比較すると，215 講座の増加に留まっている

状況にあります。また，②にありますとおり，県内の社会教育委員及び市町職員へのアンケートによりま

すと，生涯学習・社会教育の充実を図るためには，環境問題，少子高齢化，家庭の教育力低下等の社会や

地域の課題・ニーズに対応した学習機会の充実が一番必要であるとの結果が出ております。 

 以上のことから，今後より一層，豊かで充実した人生や活力ある地域づくりにつなげるためには，社会

や地域のニーズ・課題を把握した上で，そのニーズ・課題に対応した学習内容の提供を推進する必要があ

ると考えております。では，続けて４ページを御覧ください。 

続けて骨子２の説明をいたします。「生涯学習・社会教育を推進する人材の育成・確保について」は，

講師である指導者や，活動の推進役であるリーダーなどが中心となり，様々な機関・団体で学習や活動が

行われておりますが，その人材が固定化・高齢化するなどしており，今後さらに生涯学習・社会教育を推

進するためには，継続した人材育成が急務であると考えております。骨子２の具体的な取組の方向性とし

て，(1)から(3)の３点を挙げております。 

１点目は，「聞き取りの結果」「骨子２－(1)に反映」にありますとおり，公民館からは，「①リーダー的

な役割を持つ方は高齢化しており，次の世代の育成も必要である。」，公民館類似施設からは，「②受講生

から講師になるといった例はあるが，実際には指導者やリーダーの養成はできていない。」，大学からは，

「④地域の中で学習機会・内容を企画・指導する人を養成するのが大学の機能ではないかと考えているが，

そこまではできていない。」との声があることなどから，「(1) 学習内容や活動を充実させ地域づくり等に

つなげるために，行政，大学，企業，NPO，ボランティア団体等は，指導者やリーダーとなる人材の育成

や，関係者の資質向上を図るための研修の実施を推進する。」としております。 

 ２点目は，「聞き取りの結果」「骨子２－(2)に反映」にありますとおり，公民館からは，「⑤公民館だけ

の力では限度があり，地域の方々が，掃除など，公民館の管理運営に関わってくださることでやっていけ

ている。」，ボランティア団体からは，「⑥公民館でのサークル活動や，読み聞かせを体験することを通じ

て，自分たちは成長している。」，学校からは，「⑦ボランティアは高齢者ばかりで，仕事をもっている年

代はいない。」との声があることなどから，ボランティアの主体性を前提とした上で，「(2) 公民館等社会

教育施設，ボランティア団体等が展開する活動の充実を図るために，行政，NPO，ボランティア団体等は，

ボランティアの育成・確保を推進する。」としております。 

 ３点目は，「聞き取りの結果」「骨子２－(3)に反映」にありますとおり，公民館類似施設からは，「⑨講

座の講師を探す際，情報が少ない。行政から講師を紹介してもらえる仕組があればと思う。」，学校からは，

「⑩継続した学校支援をお願いするに当たって，行政には，ボランティア人材バンクをきちんと整備して

もらいたい。」との声があることなどから，「(3) 学習内容や活動の充実を図るために，指導者，リーダー，

ボランティアの人材情報をデータベース化し，可能な限り関係機関・団体で共有する。」としております。 

５ページを御覧ください。県内の状況等としては，①にありますとおり，県内の公民館などの社会教育施

設で活動するボランティアに対する研修の実施率は，その平均が 17.3％と低い状況にあります。また，

②にありますとおり，県内の社会教育委員及び市町職員へのアンケートによりますと，生涯学習・社会教

育の充実を図るためには，二番目に地域における指導者・リーダーの養成が必要であるとの結果が出てお

ります。以上のことから，生涯学習・社会教育を推進するためには，指導者やリーダー，そして，ボラン

ティアの育成・確保をより一層図る必要があると考えております。長くなりましたが，以上で，骨子１・

２の説明を終わります。 



 

有本会長：      ありがとうございました。ただいま事務局から説明がありましたが，御意見，御質問がありましたら，

御発言ください。 

柳瀬委員：      全般的な質問になってしまうのですけれども，財政とかが厳しい中で，最低限の予算の中で，ある意味

で活性化を図っていかなければならないというのが前提にあり，なおかつ，これもおこがましい言い方か

もしれませんが，飢えた人がいるならば，魚を与えるのではなくて釣り方を教えろとかいう言い方があり

ますよね。そうしますと，どちらかというと上から下に結果教えてあげるとか指導するとかいったこと，

それは変えることはないと思うのですけど，横同士のつながり，釣り方を教えて，上から下に教えるので

はなくて，横同士で教え合うということ，それも僕は大切なことかなというふうに思います。 

そういう点で，結論に至りますと，例えばいろんなデータベースを作って，講師情報を共有するとか， 

そのデータベースというのは誰が使うことができるわけですか。どこでアクセスすることができるのです 

か。私の言っているのは，その人が，一部の，県庁なら県庁の限られた人たちが，いつも一生懸命になっ

てデータベースにアクセスしているのか，県民がですね，割にここにいけばというふうな形でできるのか，

その辺はどうなりますか。 

生涯学習課社会教育監：  当然，生涯学習社会の構築に向けて，今行政として何をすべきか，という部分をご提案させていただ

いておりますけれども，当然県民の皆様方が活用できる，使える，使って役に立つ，といったものを考え

ております。 

柳瀬委員：   私，大学で教育学部におりまして，教育的なことをやっておりますので，つくづくやっぱり思いますの

は，教師がいくら頑張っても限度がありまして，それよりも学習者にやる気を出して，学習者の中で相互

刺激をやって学習者が何かを作りだすというふうなところが，学習者というか参加する媒体というもので

すよね。それまでは公民館とか図書館といった場もありますけれども，最終的には人間と人間が出会わな

ければ面白みがない。やはりネットというもので役に立ちますよね。ところが大学で見てもコンピュータ

が足りない。あるいはコンピュータがあったとしても使い方を知らない。あるいはコンピュータに対して

アレルギーを持ってしまっている人がいる。これ，若い学生でも見られるくらいですから，それこそ御年

配の方にはもっと多い。 

そういう点で言いますと，たまたま一つの例なのですけど，スタンフォード大学の図書館が新しくなる

そうなのですけど，ニュースで知ったのですが，そこは本をごっそり減らして，85％ぐらい本を減らして，

その分コンピュータのアクセスで，どんどんできるようにすると。図書館という概念も変えたりしようと

している。そのスタンフォードのやり方が正しいかどうか，上手くいくかどうかは別にせよ，データアク

セスというのをしやすいように，例えば公民館に１台コンピュータがあって，それは誰でも使えるように

なっていて，そういう風な状況になっているかどうかはよくわからないのですけど，図書館の現状も，あ

まりそういう風なメディアですね，楽に参加できるような，コンピュータを中心としたメディア，その機

械，ハードが揃っているか，そのハードにどうしても抵抗があって，使えないという人に対してのサポー

トはどうなのですか。 

生涯学習課社会教育監：  情報化社会が進展してまいりましたと，このように書きましたが，現在的課題という部分で言えば，

例えばパソコンの操作方法であるとか，インターネットのやり方とか，そういったものは当然，学習機会

を提供していくと。これは当然，どうしても基礎的自治体，市や町，いろんな学習機会の提供の場面で，

そういった学習機会を提供していくことを推奨していく，お願いしていくということになると思います。

その上に立って，今度は情報を，いかに情報を取り出しやすくするかどうか。取り出す部分で，我々は情

報のつながり，今，県立図書館では来いぶらりネットということで，県内 70 館以上の図書館，市や町の

図書館をリンクさせまして，どこの図書館でアクセスしても県立図書館の本が借りられる，自分の家に一

番近い図書館にそれを届けてくれる，こういうシステムを今年から積極的に運用してやっております。こ



 

ういった，今の話は本でございますが，情報もそういう形でアクセスしやすい，また，使いやすいという

ものにしていかなければならないと思っております。 

曾根委員：      骨子１の(3)に反映のところにあるように，高齢社会に対応して，学習者に合った環境づくりというこ

とで，施設環境みたいなものが非常に重要になってくるということですね。つまり，非常に良いプログラ

ムを提供してもですね，例えば高齢者の人が，あの施設はちょっと手すりがないから行きたくないとか，

そういったことはあるわけですね。それを考えたときに，⑫ですね。高齢者からのエレベーター設置や手

すりの設置要望が多いと，施設の改善というものが言われているわけですね。そうしますと中山間部だけ

でなく，都市部の方からも非常に高齢者が多くなっているということで言えば，公民館が施設を改善して

いかなければならない，改築とかあるのではないかと。これ最低何割くらいやらないといけないと思われ

ているのか。全部は全部できないと思いますけれど，この辺をちょっと，大まかでいいのですけれど，改

修が何割くらい必要と思われているのか，ざっと教えていただければ。 

生涯学習課社会教育監：  これは聞き取りに，うちの職員が参りまして，実際にお聞きする中でこんな声があるのだと出てきた

ものを，今出しているわけでございます。ですから，今どのくらいそれを実際に実現していけばいいのか

という数字は持っていませんし，そういった調査もしていませんので，お答えできないのですが，でも要

望があるということは困っている方がいらっしゃるわけですから，そういう意味でいうと，やはりそこを

叶えていくということを行政としては許される予算の中でやっていきます。当然，優先順位をつけたり，

そこの利用者数等を勘案しながらというふうになると思います。 

曾根委員：   今のことで言えば，多分高齢者の方などは，手すりもそうですけど，トイレなども，古い公民館などは，

トイレが非常に問題だと思うのですね，この辺もこれからは問題になっていくだろうと思います。 

有本会長：   財政的な問題があって，人・物の問題，物・金の問題がありますけれども，人の問題も，リーダー養成

のようなところに，少し変わってきている部分がある。物・金とかそういうところについては，色々御意

見があると思いますが，他に何かあれば。さっき柳瀬先生の発言で，もう少しあるのであれば。 

柳瀬委員：      例えば，県立図書館のデータベースが開放されて，素晴らしいと思うのですけど。それともう１つの考

えで，情報化社会の１つの大きなトレンドというものは，今までは情報というものは，偉い人が上から下

へという言い方をしていますけど，普通の人たちが書き始めた。それは例えばアマゾンという私企業があ

りますけれども，日本なんかよりもはるかにアメリカの方が，レビューといわれる，自分たちがどんどん

書いていく。あるいはウィキペディアというものがある。これも日本では評価低いですけれども，メディ

アだったら，もう完全な市民権を得ている。あれに関しても，初めは素人が書いているのだから色々な変

なことを書くのではないだろうかとか思われたのですけど，そこの中でもどんどん出てきた。 

つまり，情報を発信するというのは上だけじゃなくて，相互が発信して，もちろんその中でいろいろな

問題があるのですけど，そこを上手くですね，解決していくような，そういうことによってどんどん活気

が出てきたというふうなことはあると思うのですね。だからコンピュータを使うことによって，埋もれて

いた人材の知的なパワーというものが活かせると。自分は講師になるほどの知力は持っていないのだけど，

この本を読んだ感想なら書けると。そういうふうな知識が集まったならば，ものすごい活気が出てきて，

だからアマゾンとかウィキペディアというのは，ある意味でレビューを書いてくれということで一銭も払

ってないですよね。それでもどんどんどんどん集まるから，力がついていくのだろうと。だから今，情報

が，受信というか受け取ることに対する説明は聞いたと思うのですけど，そうではなくて県民市民とかが

情報を相互に発信するという形，そういったことに関してはどうですか。 

生涯学習課社会教育監：  良い御意見をいただいたと思います。参考にさせていただきます。 

有本会長：   今，コミュニケーション形態が大分変わってきていると思います。ウェブ世代も育ってきていますので，

その辺もこれから 10 年，20 年経って，進んでいきますよね。恐らく，今さっき先生がおっしゃった，学



 

校の図書の数を減らしてでも，コンピュータの方を考えなければならないというのはですね，大分変わっ

てきているなと。確かにコンピュータを使える人が少ない，その辺のことを世の中が変わってきています

ので，生涯学習のネットワーク，その辺の問題をきちっと押さえておくというか。縦型の行動から，少し

学習者が相互に連携するというか，コミュニケーションし合うというか，そのような動きは起こってきて

いると思う。他の委員の方で御意見があれば。 

城戸委員：      この議論でですね，先ほど説明いただいた，公民館の意見だとか，学校の意見だとか，いろんな意見で

すね，全く今の我々が思っている意見と違う意見というような気がしてしょうがないのですがね。       

実は生涯学習ということで，施設をどうこうするというものが，公民館などは全くそういう状態ではない

わけですよ。公民館にいる人を省こうとされているわけですから，人も人と会う機会も何もない施設にし

ようとしている。ですからこういうレベルじゃないのですよね。インターネットをやればいいと言うもの

の，そんなインターネットを置くこともない，ただの部屋を貸す施設にしようとしているわけ。ですから

こういうことができるような状態に，これからなっていこうとしてないのに，これではいかにも，あと施

設を直せば何とかいけるという感じに受け取っておられる，これがもう何か，かみ合っていないような話

をされるので，これどこから調べてきた話だという感じなのですよね。 

私どもは今どうやって公民館を残していけばよいか，残せる方法はないものだろうか，人はどうやって

配置できるかということで，そこに公民館としては悩んでいるわけですよ。公民館の団体が，存続できな

い状態で，全部公民館類似施設という風に広島県は変わりつつある。庄原と三次，三次なんかが一番雑に

公民館を類似施設にする，公民館の人間はいなくなって，指定管理者制度で，施設だけは守るようにして

いるわけですよ。そこは，地域の人たちが，お互いに，先ほど言われたように，情報交換をする場にして

欲しいという格好なのですよ。ですが，それでは全然双方向の話，いかにもすごく進むような話なのです

が，現実に，人と人がぶつかったときに，話し合いにならないのですよ。インターネットで顔を見ないで

ドーっと意見を言うのであれば，意外と出るのですが，顔を見て，話をしたときにですね，前に進まなく

なってしまうわけです。 

そのときに，中に入ってリーダーが，調整をしながら前に進めていくという機能がないと，なかなか上

手くいかない。そういう中で，公民館にはやはり指導者がいるではないかということで，庄原も一旦三次

と同じように，人を無くそうとしたのですが，ですが庄原は公民館類似施設という格好で人を残そうと。

やはりこれは公民館と同じ機能がいるということで，庄原が一番最初に元に戻したのです。それで各市町

もですね，庄原がああやって残すのには何かあるのだろうということで，皆さん見に行かれて，やはりこ

れは地域のあれをするのには，こういう人がいるのだと，リーダーがいるのだということで，今残そうと

いう動きが少しずつ出始めているのですが，今財政的に厳しいところは，指定管理者制度を導入している。 

ですから私が一番問題に思っているのはですね，国が指定管理者を推進しているのですが，この指定管

理者ほどいい加減な話はない。指定管理者というのは，何もしない，ただ管理をする人たちのために，人

を雇わなければならない。結局こっちで今まで公民館をやっていた人たちは，辞めたならいいですよ，辞

めずにいるわけですよ。なのにここで指定管理者，これこそ本当に無駄な金を払っている。ただし，国が

指定管理者にしなさいというお墨付きのあれで，それを盾にして，全く建物の保存だけをする指定管理者

を置いていくというのが，果たして本当に正しいことなのかどうか。こういうことが今一番，私は問題な

のだろうと思うわけですね。 

これをどうやって守っていくか，地域のニーズというのは，やはりリーダーによって教わりたい，学び

たい，また，自分も発信したいという意見にもかかわらず，そういう集うところの意見を出すことが，だ

んだん無くなっている。特に市町に行って，いろんな講座を受けたいといっても，受けられない。都市部

まで出て行かないと受けられないといった状態が，だんだん増えていっているわけですよね。その辺のこ



 

とが出てくるのだろうと思って，公民館の方へ問合せしておいたというから，ああ良いことだなと思った

のですが，どうもここの公民館の指導者というのは，やはりそういう順位に直接きちっと指導をしてくれ

る人たちが，今なかなか呼んでも皆お金の問題で呼べなくなっているわけですよ。財政が皆厳しいという

訳で。市町は皆金を切ってくるものですから，もうほとんど呼べないというので，皆さん苦労されてて，

公民館の人たちがお互いに出かけ合って，色々と体験話をしておられるというのが現状なのだろうと思い

ます。そういう意味で，これからの生涯学習は，非常に厳しい状態になっていると。ただ単に金がないと

いうのがバーっと浸透して，そういうところまで来ているので，これがあとの問題なのではないかなと私

は思うわけです。 

有本会長：  今の御意見は，非常に根幹に関わるものですが。 

生涯学習課社会教育監：  今，城戸委員の方からあったことについては，骨子４の方で，我々も課題を持って書かせていただい

ていますので，骨子３・４も併せて説明させていただいて，全体論議をしていただいた方が良いかなとい

う思いを持っているのですが，いかがでしょうか。 

有本会長：   今御指摘いただいた問題，骨子１・２のところですけれども，この１・２でまとめて３・４に進んだ方

がよろしいのではないかと思うのですけれども，どうしましょうかね。まず全体を説明いただきましょう

かね。今出てきた問題では，現状ですが，教育には金がかかるのですが，金をかけずに教育をしようとす

る傾向が全体的にありますよね。少ない金で効果を上げようとしますと，どうしてもどこかを削るわけで

すけれども，やはり教育は人が大事なのですけれども，人にお金がかかるわけですよね。ですから，その

辺の問題があると思うのですけど，私も最初の論点のところで財政の問題を言いましたが，あそこがどう

しても駄目だからというところではなくて，金が要るのだから何とかしようというふうに考えないといけ

ない。ぎりぎりどこぐらいまでできるかという問題になるのだと思うのですね。 

それでは，この議論をしていくと，１・２も終わらないで時間切れになりますので，私としてもちょっ

と進行上，２時ぐらいまでに固めたいのですが，もうすぐ２時になりますので，どうしましょうかね。と

りあえずそういう御質問が出たということを踏まえて，３・４を御説明いただいて，４ぐらいのところで，

先ほどの御意見等も踏まえて，御回答いただけるようでしたら，そういうことで，というふうに進めてい

くということで，よろしいですかね。どうしてもここをきちっとしてからいこうということでしたら，多

少の時間はありますけれども。 

城戸委員：      公民館としては，きちっとしていただければありがたいとは思いますけれども。 

有本会長：   公民館は確かに厳しい状況ですね。 

城戸委員：      県内の公民館が無くなりつつありますからね。 

 

骨子３・４について 

 

有本会長：   では一応３・４のところを，御報告いただくということで。 

生涯学習課社会教育監：  御質問についても４の方で，御説明させていただきますので。それでは，引き続いて骨子３と骨子４

について御説明いたします。６ページを御覧ください。骨子３は「学校・家庭・地域の連携による取組の

充実について」でございます。「聞き取りの結果」の「①～④」にみられるように，核家族化・少子高齢

化が進む中，子どもの育成や地域の活性化のためには，地域の教育力を高めることが必要な状況にありま

す。そのため，学校・家庭・地域はそれぞれの役割を明確にし，共に取り組む必要があると考えておりま

す。骨子３の具体的な取組の方向性として，(1)，(2)の２点を挙げております。 

１点目は，「聞き取りの結果」「骨子３－(1)に反映」にありますとおり，公民館類似施設からは，「⑤地

域は，学校の仕組み（カリキュラム）がわからないので接しにくい。」，学校からは，「⑥保護者は「仕事



 

があってボランティアはできない」。地域の方は「毎日，自分たちが行っているのに，なぜ少しも手伝わ

ないのか」と，保護者と地域の方の学校支援に対する意識のズレがある。」，企業からは，「⑦学校や地域

に対して，出前講座等の取組を行政からも紹介してほしい。」との声があることなどから，「(1) 地域全体

の取組の充実を図るために，学校・家庭・地域は，それぞれの課題や取組の方向等についての情報交換が

できる機会を拡充し，相互理解を図る。」としております。 

２点目は，「聞き取りの結果」「骨子３－(2)に反映」にありますとおり，ボランティア団体からは，「⑧

公民館は，人や情報のネットワークの基盤になっており，そこに勤務する職員の存在は，団体等の活動に

とって重要である。」，学校からは，「⑨学校ニーズと学校ボランティアのマッチングに当たっては，地域

とのつながりを持つ地域コーディネーターの存在は不可欠である。」との声があることなどから，「(2) 学

校・家庭・地域が連携した取組を推進するために，公民館等社会教育施設や公民館類似施設は，保有する

人や情報のネットワークを活用し，コーディネート機能の充実を図る。」としております。７ページを御

覧ください。そこにありますように，現在，県教育委員会では，国の事業の活用や県単独事業を実施する

中で，学校・家庭・地域の連携による子どもたちの健全育成に取り組んでいるところでございます。 

 以上のことから，地域全体の教育力を活かした子どもの健全育成や地域の活性化につなげるために，学

校・家庭・地域はそれぞれの役割を明確にし，共に取り組む必要があると考えております。８ページを御

覧ください。 

骨子４「社会教育行政等の充実について」は，県民が生涯にわたって主体的に学習を行うとともに，学

習成果を活かすことができる生涯学習社会の構築をより一層推進するために，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の充実を図る必要があると考えております。骨子４の具体的な取組の方

向性として，(1)，(2)の２点を挙げております。 

 １点目は，「聞き取りの結果」「骨子４－(1)に反映」にありますとおり，公民館からは，「①地域の方を

うまく巻き込んでいける指導力が，公民館の職員に求められている。」，公民館で活動するボランティアか

らは，「②学習プログラムを企画・立案する時には，公民館長の力によるところが大きいと感じている。

館長が変わったときに同じように活動できるか不安はある。」，ボランティア団体からは，「③公民館に勤

務する職員の存在は，団体等の活動にとって重要であり職員の専門性によって左右されやすい。」との声

があることなどから，「(1) 生涯学習・社会教育を推進するために，行政は，必要な社会教育主事等専門

的職員や関係職員を配置するとともに，研修を実施し専門性の向上を図る。」としております。 

 ２点目は，「聞き取りの結果」「骨子４－(2)に反映」にありますとおり，公民館からは，「④公民館職員

の配置が少ないため，講座内容等についてボランティア団体に依存することが多く，新規のプログラム開

発等の時間がとれない。」，「⑥住民に学習機会を提供する時に，他の公民館と連携し，合同で講座を開設

することもある。」との声があることなどから，「(2) 公民館等社会教育施設等が共同で事業を企画・運営

するために，行政は拠点となる施設を指定するなど，効果的な事業の展開につながる工夫をするとともに，

各施設は地域づくり等の拠点となるよう特色ある取組を展開する。」としております。８ページ下を御覧

ください。 

 県内の状況等としては，①にありますとおり，市町の生涯学習振興・社会教育行政主管課の設置状況は，

教育委員会が 19 市町，首長部局が１市，教育委員会と首長部局で分担しているのが３市となっておりま

す。人材育成については，②にありますとおり，独自の研修会を実施している市町は 10 市であります。

また，③にありますとおり，市町の教育委員会事務局への社会教育主事の発令・配置がなされているのは，

７市町のみであります。公民館及び公民館類似施設の設置状況については，④にありますとおり，公民館

から，自治振興センターやコミュニティセンターの公民館類似施設に移管する動きがあります。こうした

中，⑤にありますとおり，公民館長及び公民館主事等の配置状況としては，人員削減が進み，公民館主事



 

等においては非常勤が増加しております。しかし，一方，公民館利用者数については，⑥にありますとお

り，増加しており，住民の学習や活動にとって，公民館は欠くことのできない重要な役割を担っておりま

す。 

以上のことから，生涯学習社会の構築を進めるために，行政においては，職員の専門性の向上や社会教

育施設の運営の工夫などによる体制づくりを行う必要があると考えております。以上で，骨子３・骨子４

の説明を終わらせていただきます。 

有本会長：   今の報告にありましたように，公民館については非常に重要であると。先ほどの公民館の関係で言うと， 

どんどんどんどん少なくなっていると。少なくなってもよいということにはならないと思うのですけど， 

増やしていくという財政的な問題に取り組むかというこの辺はどういう風に審議，答申ではですね，スタ 

ンスというかですね，そこが問題として問われているのかと思うのですが，何かお考えがあれば。 

城戸委員：      先に私，要望を言わせていただければと。実はですね，公民館についてはですね，文部科学省そのもの 

が，生涯学習というものを打ち出しながら，公民館というものはもう役割は終わった，公民館はもう増 

やさなくてよいという，そういう段階だから，ほとんどの市町もですね，公民館はもう役割は終わったの 

だという首長さんも出てきている。少なくとも公民館というものは，指定管理者に任せたほうがよいとい 

う発想になりつつあるわけですよ。 

広島県では，たまたま庄原がそういう形をやってくれたから，公民館というのが，公民館類似施設，私

ども公民館連合会も，そういう類似施設も公民館扱いとして，研修の場に参加してよいですよという形に

しているから，少なくなってないわけです，広島県は。でも他県は，ほとんど公民館以外のあれは，連合

会の研修には出られないということになっている。そうすると，どんどんどんどん公民館数が減っている。

広島県だけが減ってないわけですよ，そういう連合会に参加の団体は減ってない。 

そういうところで，文部科学省そのものの考え方が，公民館がある一定の成果をあげて，すでに役割は

終えていいのではないかという考え方を持たれただけに，やはり私はそこの考え方が変わればですね，県

もある程度変わらざるを得ないのかとは思いますが。でも，地域の要望は，公民館そのものに対しては，

そんなにまだ要望というものは変わってないのですよね，現時点では。やはりそういう公民館活動で習っ

たことが，また自分たちも伝えていきたい，頑張っていきたいという方はまだ大勢おられる。 

だから，本来，先ほど公民館の建替えの話，そしてリニューアルの問題，そういうものにもですね，本

来公民館を作った行政が，きちっとリニューアルをしていくことが必要なわけですよ。その時代にあった

ように変えていかなければならないのに，終わったとしてるから，まるっきり改装も何もしない。どんど

んどんどん古くなる一方なんですね。そして古くなったら，もうそこを潰すかどうするかという議論しか

しよらんわけですよ。このあたりがですね，私はやはり問題なのかなと。 

そしてここに形はですね，非常に良い方向に，このこれだけ増えているのだから公民館活動は大切だと

いう格好に書いていただいたけれど，広島県の中でもですね，生涯学習という課がどんどんどんどん，ど

こにおるのかよくわからんようになっている。教育委員会の中で，生涯学習そのものが見えなくなってい

るということを，私はずっと感じているわけですよ。だから生涯学習について，一体どう考えているのか，

国も県も一体どう考えるのかなということが，非常に問題だなと思っていて。 

私はもう，今日は実は隣で会議をやっとるのですが，ちょっとそっちは置いておいて，こっちに出て行

かないと，言いたいことを言えるのは今日だけだからということで，出させていただいたので，是非とも

その件について，お答えをいただきたい。 

中村委員：      城戸委員はですね，公民館に昔からタッチしておられるから，苦しい状況が分かるのだと思います。 

私，広島地区なのですけれども，色々な公民館活動を，色々な行事に出させてもらっている。この中にも

書いておられましたが，まさに利用者なんてすごいのですよ。学習の内容の提供というのは，かなり公民



 

館はされなくてもですね，地域住民やらＮＰＯがですね，どんどんどんどんそうニーズを持って，活動の

拠点として公民館を利用しておられる。 

        私は，１つは，そういう住民の生涯学習というのは住民のニーズが一番だろうと私は思いますので，様々

な学習があるわけですよね。それをどこかで束ねなければならない。ＮＰＯなんていうところはですね，

様々な文化も芸術もいろんなことを皆に呼びかけておられるわけですよ。だけどもね，それを束ねてＰＲ

するところがないわけですよ。あと 10 年経ちますと，今出ておりましたが，ＩＴ社会に完全に移行しま

すから，年寄りの方なんて区別なく，皆使われるようになりますよ。私，可部に可部カラスの会というの

があって，私はもう直接活動しておりませんが，そこの方なんてずいぶん高齢だが，全部情報提供が，次

の活動がどんな活動をやるのか，こんなことをやってみたらどうだろうか，全部コンピュータでやりとり

している，それが分かるようになっているのですよ，入れるようになっている。それをね，上手く束ねて

やるところは，やはり公民館だろうと思うのですね。 

私は，県の教育委員会として，答申を作っていくわけですから，この審議会で是非公民館を活動拠点に

するのをね，文部科学省は関係ないのだから。広島県は，社会教育主事さんの研修体系をきっちりするの

だと，いうようなところを明確に出していただきたい。今，例えば社会教育主事さんなんかの研修はどの

ようにされているのか。かつては私，教育センターというところにいたのですよ。学校教育と社会教育が

連動していくのにね，社会教育主事さんが教育センターにおられて，学校の校長さんや先生方が一緒に受

けられるシステムがあったのですよ，広島市で。今はもうありませんけどね。だから，私が広島県の行政

が，今後社会教育行政をどんなに進めていくのか，是非言ってくださいよ皆さん。うちはこのようにやり

たいのだと。私はもうしっかりやっていただきたいということをね，要望しておきます。予算は削る方向

ではなくてね。今どちらかといえば学校教育に中心が置かれてね，社会教育は削られてきているわけです

よ，学校教育も削られてきておりますがね。だからしっかりね，私は要望しておきますよ。城戸先生，私

は同感ですよ。 

有本会長：   今の御意見，同じような御意見なのですが，生涯学習は重要であるということ，学校教育と生涯学習を

並べての御意見もありましたけれども。私も個人的には生涯学習というものが中長期的に見ればですね，

重要であって，生まれてから死ぬまでが生涯学習ですから，学校はその一部ですよね。学校の方が早く発

達したものだから，どうしても生涯学習に比べて，学校とか大学とかのですね，後に置かれる傾向があり

ますけれども，それは今からの社会は逆じゃないかなと思うのです，個人的にはね。今の御意見からする

と，やはり中長期的に見れば，生涯学習が後退しないようにしなければならない，そこがポイントだと思

います。 

それと，広島県が独自性があるという御意見に関してですけれども，文部科学省の行政とか広島県の行

政と地域住民との関係で見れば，両方が同じ方向に行くのが一番良いですけれども，住民が公民館を足場

にしてやったほうがよいという意見が非常に強いのにですね，そうじゃない方向に行くのは不幸なように

思いますので。色々な学習ニーズは色々な形で実践できると思います。公民館の歴史は長いですから，そ

れを切り替えていくときは切り替えれるような代替案というのが当然，住民が納得できるようなものが必

要だと思うのですが，どうもそこらが今上手くいっていませんから。 

広島県に関しては，公民館がですね，一定の役割を持っているということになれば，そこのところにア

クセントを置いてですね，一から考えていくというやり方はできるのではないかと。それは行政の方で十

分考えられる必要はあるでしょうし，そういう意見が今ありましたし，そこを潰してしまうと，話がつか

なくなってしまうのではないかなと思います。 

坂本委員：      私はＮＰＯの団体もしておりますし，女性活動もしている団体もしているということで，今日参加させ

ていただいているのですが，確かにですね，先ほど県会議員の中村さんや城戸さんがおっしゃったように，



 

公民館，どうして文部科学省がっていうところと役割のところなのですが，実は３ページを見てもわかる

ように，県内の状況等という欄ですね，私たち現代的課題というところが得意なのですね。ですから，い

ろんな分野がある中で，しっかり使っていってもらいたいという思いがあるのですね。６割を切るぐらい

しか機能していないのに，仕事がない，言ってこられない，その中で，得意としているところになかなか

声がかからない，だからといって公民館には，そういうきちっとした人もいらっしゃらないのではないの

かなと思うから，呼ばれてくるのではないかと期待しているのですけれども。ある決まった人には言って

こられるのですけれども，そういうところに留まってですね，集会所的なところでやっているような家庭

教育の延長というのはある。それから，遊びのカルチャーにすごく人が行くわけで，公民館には集会所よ

りもう少し得意な方が行かれるわけで，もうちょっときちっとしてほしいと私たちは思うし，だからこそ

ある程度自信がある人間は，呼ばれていくのではないかと期待しているのですよ。ということになると，

文部科学省が，どうして役割が終わったと思っているのかなと，ちょっとわからないのですが。私自身も

ですね，もっともっと公民館にはやってほしいなっていうところがですね，そういうところがないから，

そういう先ほどの事情があるからだよと，言われているのでね，なるほどと感じているところです。 

ですからもう少し，大分先かもわかりませんが，公民館も人が来るようなことをしていかないと，地域

の集会所とは違うという公民館の位置づけですね，それをしないと，地域の集会所から出ません，それで

若い人はほとんど来ません，若い人はお金出して，いろんなカルチャーがある。そうかといって広島市に

あるユーストピアのカルチャー，私たちはよくそこで活動しているのですが，そこには若い人が意外と行

っていない。ユーストピアも生き残りが大変だということを聞いている。ですから，もう少し公民館のど

ういう人たちをしてどのように生き残るのかというところ，きちんと集会所とは違う，公民館の役割とい

うものをもう少しきちんとして，一杯一杯ＮＰＯ・ボランティアで優秀な人たちがいるところをもう少し

上手く利用すれば，お金もかからなくていいのではないかなというのもすごく感じております。 

有本会長：   ちょっと色々出ましたので，事務局からも。 

生涯学習課長：  生涯学習課長の畦地と申します。色々たくさん御意見をいただきまして，骨子４は立っていますけれ

ども，人材育成でありますとか，あるいはプログラムの提供とかありますが，事務局としてはですね，

考えておりますのは，ではそれをどこがやるのかと。どこがまとめるのかというところで，県財政もそ

うですが，市町財政も非常に厳しいものがある。新しいものを作るとかいうことではなくて，城戸委員

もおっしゃったように，古くからあるような，今やっているところがあるじゃないかと，そういうとこ

ろを活用しようと。 

活用の仕方として，こういう新しい，「これからの生涯学習の振興方策について」というような答申を 

頂いて，その中で，地域にある，例えば公民館を拠点にして使って，そこに聞けばですね，例えば学校か 

らこういうボランティアが欲しいのだと，いうのが公民館に聞けば，うちの講座にこういう方がいらっし 

ゃいますよと，あるいはＮＰＯにこういう方がいらっしゃいますよというような，拠点をしっかり持てる 

ような施設運営をしていけば，それは広島県独自として，今まであるものを有効活用できるのではないか 

と。ただその，我々としては公民館というものを，正直なところ拠点施設のような位置づけを，答申の中 

で頂くことによって，各市町にご案内するときにでも，新しいものは決して作る必要はございませんよと。 

今ある資源の中で，有効に活用していけば，生涯学習は良いものになっていくのではないでしょうか。お 

っしゃったように，学校教育というパーツだけでは，何もできませんので，それこそ家庭教育であったり， 

色々な教育があったりして成り立つわけですので，そこの担いを公民館の方にできればな，という水面下 

の思いがございます。 

国の方は，建設等補助金を交付しなくなったということで，公民館の建設について，国の後ろ盾はござ

いませんけれども，本県の状況を見てみればですね，新たに恐らく市町によって財政が非常に豊かだから，



 

公民館を乱立させようということは恐らく不可能であろうと，今の状況では考えております。ですが，今

の施設，今いる人は，最低限，こういう役割を持って，従事していただければ，地域の教育力の向上につ

ながるのではないかというふうには考えております。事務局としてはそういう思いを持っておりますので，

御指導の程よろしくお願いします。 

城戸委員：      今ある施設は，確かにそのとおりで，問題は施設じゃないのですよ。施設じゃなくて，人なのです。施

設はどこでもあるのですが，人がいなくなっている。先ほど中村委員も坂本委員もですね，言われたよう

に，結局いろんな団体もあり，学校もあり，色々あるのだけれど，それをコーディネートする人がいない

のです。そのコーディネートするのが，今まで過去は公民館がやってきていたわけですよ，市町では。公

民館の人たちが，こういうさっき言われた問合せは公民館にあったわけですよ，昔は。それが公民館とい

うもの人が余分だ，教育主事はいらないとかなんだかんだというところから，文部科学省のところでそっ

ちは省く，県も同様で省く，そういうことによって，そういうコーディネートする人たちがいなくなった

わけですよ。いなくなったから，ＮＰＯにもどこにも声がかからなくなって，結局は崩壊しているわけで

すよ。だから，その人を配置するかどうかは，県の教育委員会でできるわけですよ，やる気になれば。そ

れが，どんどんどんどん細っていくから，私が何でやと，言うこととやることと違うではないかと，表向

きは生涯学習ですよと旗を振っておいて，裏側では人を削っていったのでは，生涯学習になるまいがとい

うことなのですよ。ですから，あなたが言われたことと，やっとることがどうも私にはちぐはぐに見える

のですよ。だからそこをもう少しですね，こういう風に書いていただいたのだから，これをきちっとです

ね，人をどう配置をして，やはりこういう機能を，市町にこういう機能を持つべきだという風にしてほし

いのですよね。私がやはりなるほどと，これはこらえんといけんなと言うのならいいのですが，どこも金

がないわけですから，どうやって人員削減をしようかというと，ＮＰＯさんや他のところに任せればいい

ではないかというところを切るのですが，切ったら今度は各団体が動かなくなってしまうわけですよ。そ

こがやはり私は一番問題なのだろうと思いますので，そこをやはりきちっと市の方へ説得をしてですね，

やはり人がいなければ駄目だという風に，きちっと指導していただければよい。 

私は前に文部科学省に言っているのですよ，文部科学省がなぜこんな公民館をやらなければいけなくな

ったのだろうかと。当時は確かに文部科学省の所管でよかったと思うが，これからは公民館というのは文

部科学省から脱皮するべきだと。総務省と文部科学省の両方で持つべきだと。なぜかというと，市町がど

ういう動き方をし，どういう指導をするかというのは，文部科学省の一律の考え方であるべきではない。

そういうのではなくて，総務省が，その街づくりに対して，公民館がどう活動できるのかというのも必要

なのだから，文部科学省から離れて，総務省と文部科学省の両方で持つべき施設にするべきだというのを，

公民館からですね，書いて文部科学省に持っていったのですよ，持っていったら馬鹿にされましたけど。

そういう意見も私はどんどんどんどん発信していくべきだろうと思うのですね。そうしないと，なかなか

改革はできないのだろうという風に思いますので，ここの中にいる人もですね，これから広島県としてか

くあるべきというものをですね，何もよそと同じような格好にならなくてもいいだろうと，私は思ってい

るのですが，皆さんの御意見をお聞かせ頂ければありがたいなと思うのですが。 

安藤副会長：  まさに城戸委員おっしゃるとおりだと，僕も思っているのですよ。教育委員会が知事部局にご遠慮され

ているのではないかというのがまず第一ですよ。今回提案していく中では，この秋にまとまられる長期総

合計画の中に，人材育成という部分は必ず出てくるところで，では県民の力をどう発揮していくのか，そ

の中心的な部局が教育委員会，我が方であるみたいな主張があっても良いのではないかという気がするの

ですけどね，１つはそれです。 

具体的にいいますと，人材のネットワークの話があります。元を追っかけていくと，宮澤知事時代のコ

ミュニティづくりの時代に非常に強力な，県内のコミュニティ団体のネットワークがあったと。知事が変



 

わられていく中で，ずいぶん様子が変わっていきました。特に博覧会をやるということで，改組，改組で，

ずいぶん様子が変わっていって，３年間なら全国の都道府県はほとんど地域づくり団体の組織をもってい

るのですけれども，我が県にはないのですよね。一応形としての窓口は企画に持っているのですよ，とこ

ろがそれがない。そういうあの当時コミュニティをやってきた方々というのはもう70代，80代ですから，

現役ではないのでしょうけれども，残念ながらその総括ができていないのですよね。総括をせずに次に変

わったので，藤田知事の時代に解散をしていると。 

その後，地域でそういう団体や，あるいはリーダーもそうですし，そういったものが上手く整理ができ

ているかというと，どこもやっていないわけですよ。そこを一つ見てもですね，そこら辺りに教育委員会

が人材育成の冠をつけて，今回の答申の中で，中枢的な動きをやっていこうというところであれば，かな

り役目としてもあるのではないかと思っています。こういう話をすると，企画部門があったり，知事部局

の仕事というようなイメージがあるかもしれませんが，先走って動いてもらいたいなという思いがあり，

それだとかなり説得力を持って出番は来るのではないかと。そういう拠点としての公民館の位置づけとい

うのも，かなり見えてくるのだと思うのですよね。そういう筋立てができると，県全体としての位置づけ

も見えてきたりするのではないかと思うのですけどね。 

その中での人材育成であったりネットワークだったり，そのネットワークなんかも怪しいつくりのもの

もありますよね，属人的ですよ，人のつながり，存在というのは。ですから優秀な主事さんが，やはり全

国１，２を争うような主事さんが，広島県内に３人は少なくともいるくらいでないと。山口県では平成の

松下村塾ということで今おやりになっている，来年で５回目になる勉強会なんかというのは，本当にすご

い規模でされてますよね，昨年度は 1,200 人参加ですからね，全国から。独自の予算を持って，県単でお

やりになる仕事でもあるわけですよ。そういう動きをみていると，生涯学習と併せて，まちづくりや地域

づくりとを合わせたプログラムを展開するというようなことでおやりになっているわけですよね。確実に，

教育委員会だけではなくて，知事部局との一緒での仕事というのでもよいと思うのですけどね。その辺り

をヒントにされながら，新しい動きを打ち出していくというのが，これからのことではないかなと思うの

です。 

それから，先ほども色々話に出ましたけれども，やはり情報リテラシーの議論というのは徹底してやる

必要があると思うのですよね。どこに情報があるのか，それを精査する力，そしてそれを活用する力を，

どれだけ具体化していくかということですよ。教育委員会の中でしっかり議論すべきことではないかなと

思います。 

有本会長：   少しまとめて発言いただけたと思います。あまり時間も無くなってきたのですが，重要な問題が色々入 

っていますので，ちょっと教育委員会頑張ってもらわないといけないというメッセージじゃないかと思い 

ます。やはり広島県のこれからの在り方を考えると，教育というものが重要であるわけですよね。        

教育がビジブルになってこないといけないと，難しいところがあるかもしれませんが，そこを少しアクセ 

ントを出してですね，これは 10 年，20 年の中長期構想，答申なのですから，ちょっと言い過ぎるぐらい 

にしておいてもちょうどよいぐらいで，あまり控えめに言うと後退しますので，ちょっと鮮明に言って， 

それから知事部局でも大分こちらの方へ注意を向けていただくと，いうことが非常にいいのではないかと 

思いますので，皆さんのご発言をまとめてみると，そこに１つポイントがあったように思いますので，ち 

ょっとテープノートしていただきたいと思います。 

それから，今骨子を４ついただいた，これを皆さんにお問合せしなければならない，そろそろ時間にな

ってきましたが，何か他にまだ御意見ありますでしょうか。 

柳瀬委員：      この全体を見てですね，僕はこの論点はどうなっているのかなと思って気になっているのが，移住者の

ことですね。グローバリゼーションというのは，全世界的に必ず長期の移民，短期の移民，それから留学



 

生，労働はしないけど，それから観光客という風な形で，必ず日本人以外，それから日本語を話さない人

が長期短期に及んできますよね。各国で話題になっているのが，そういう時に，いかに下手に移民排斥み

たいな格好を極端な流れになってしまって，変なことになってしまうというような火種に係ることもあれ

ば，そうではなくて，そういった人が入ることによって，その地域というのが多様化して，いろんな葛藤

はあるかもしれないけれど，かえって活力が出たというふうになっていくか。その時に，江戸幕府だった

ら鎖国したのですけど，多分それはできないと思いますので，そうなったから移民排斥とか，外国人は帰

れとか，そういうふうに下手したらなりかねないわけですから，これはもう歴史が証明しているように。 

その時になると，これはもう地域の問題になってくると思うのですが，学校だけの問題ではなくて，だ

から，そういったいろんな面で人の動きというのが活発になってきて，それはこの中には入ってこないわ

けですか。 

生涯学習課社会教育監：  今委員がおっしゃられたところで，端的にその部分を書いた部分はございません。 

        ですから，今の骨子として出させていただいている中で，骨子１の(3)にあるような，「あらゆる学習者

の立場に立った」内容であるとか，それから，学習環境を作っていくことが大切であるということを書か

せていただいておりますが，今おっしゃられたところを端的に書いた部分はございません。 

柳瀬委員：      これはもうすでに起こっている問題で，移住者の中には，それこそ日本語が堪能でない人もいるわけで

すし，その人たちへのサポートというのは，行政は，広島県だけではなくて，非常に貧困というか，ごめ

んなさい，言葉が過ぎるところがありますが，そういったところがある。 

それから，先ほどから繰り返して恐縮なのですが，下手をするとこれは差別問題とか文化衝突とか，も

のすごく嫌な問題になりかねないから，非常に長期的には上手い具合に，豊かな社会の方に持っていかな

ければならないので，私はちょっと，その辺も前面に出るようなものがよいのではないかと，個人的には

思います。 

生涯学習課社会教育監：  生涯学習の理念がですね，いつでも，どこでも，誰でも学びができるというのがありますので，その

部分で言うと，今委員がおっしゃられたところというのは入ってきます。 

ただ，広島県内でも，府中町であれば，外国人の労働者が多いと，だから公民館で日本語教室をしよう

と，そういった形の，個々の地域，それぞれの部分での，企業は企業の中における取組というものもあり

ますし，そういったそれぞれで学習を展開していく，それの後押しというか，音頭を取れればということ

は思います。 

有本会長：   グローバル化のことで私は直接書きましたけれども，やはりこれからはグローバル化が地域社会におい

ても極めてインパクトの大きい問題になってきますし，それから，大学は 30 万人計画とかやっています

けれども，10 万人計画のとき失敗したのですけどね，やはり受け皿が大事というか，留学生が来てです

ね，積極的になれないムードがあるわけですね。やはりそこを変えていかなければ，なかなか難しいです

けれども，大学だけの問題ではなくて，地域社会全体の問題ですから，これは，これからはウェイトが大

きくなってくる。この辺をやはり，コンセプトとしては言っているのですが，どこかでですね，少し触れ

ておかないといけないといけないかと思いますね。今，大学レベルにしても 300 万人を世界的に，欧米が

中心になっていますが，これが 21 世紀はアジアが中心になりますが，必ず，そうすると日本がその中で

どういう関わりをするかということになると，当然広島県もですね，関わりをしていかなければなりませ

んので。そのポイントを考えなければなりません。 

生涯学習課長：  先ほどから色々とお話は伺ってまいりましたが，教育委員会がもう少し前向きにといいましょうか，

先導してというお話ですけれど，知事の５つの公約の中で，人づくりという部分，生涯学習と密接な関

係をしていると思いますけれども，それについては教育長もですね，人づくりの重要な施策を担うのは

教育委員会だというふうに明言をしております。そのつもりで取り組んでいく所存ではございます。市



 

町教育委員会が所管しております，例えば公民館に配置する職員について，当然○○市，○○町の中で

の話になろうかと思いますけれども，県の生涯学習審議会において，こういうふうな県としてのですね，

市町の取組なり，役割なり，あるいは公民館の位置づけなりというようなものをお示ししていただくこ

とによって，例えば市町教育委員会が，首長部局の方に削減のところで，こういう公民館が挙がってい

ると言われても，いやいや我々としては，こういうスタンスで臨むのだというのが県として示されてい

るということは非常に有効な後ろ盾といいましょうか，そういう風なものになるのではないかと思いま

す。 

また，この人づくりにつきましては，知事部局の方へ，人づくり担当というものが新しく設置されてお

りますので，この生涯学習審議会の答申，これからの生涯学習の振興についてもですね，中身についても

連携をして，そこら辺は，できるものは話をして，すぐにですね，例えば知事部局の方へ，生涯学習全体

を統括する部署が今，明確になっていないとかいうことを解決できるかどうかはわかりませんけれども，

人づくり担当という部署がございますので，そこら辺とは連携を取らせていただきたいというふうに思っ

ております。 

教育部長：   教育部長の堀野でございます。度重なる，叱咤激励を受けておりますけれども，御理解いただきたいの 

は，まさに，なぜ 10 年ぶりにこの審議会を開催し構想を作ることとしているのかといえば，しっかりと 

新しい生涯学習の方針を出していく，新規の予算を立てていく，しっかり新しい施策は打っていこうとい 

うつもりで，この審議会を立ち上げております。 

それからまた，なぜ現場に聞き取るという方式を取ったのかといえば，中教審を右から左へ猿真似する

のではなく，広島県の答申だから，広島県の現場で何が必要かということを元に議論をしていただくため

に，現場で聞取りというスタイルを取っております。ですので，広島県の答申として，どういう方向性が

必要かということを，ご自由にご議論いただいて，それを答申に反映させていきたいというスタンスで，

事務局は努めております。 

中村委員：      あらためて骨子１から骨子（案）を読んだのですがね，今出た意見をですね，埋め込めようとしたら，

上手く埋め込めるのかなと思うのですよ。もう一度骨子にしていただいたらですね，いい具合にいくので

はないでしょうか。例えば，公民館，それから社会教育施設等と書いていただいておりますが，公民館を

中心に，生涯学習として，別の施設もあるわけですよ，図書館とか，色んな聞取りも読むとですね，まと

められているように見えるのでね，この場の今の意見を入れてみていただけませんかね。そしたらいい具

合にいくのではないかと思うのですが。 

米川委員：      ちょっと視点を変えて申し訳ないのですけれども，初めてこの会に来させてもらって，生涯学習という

ものについて，色々と話を聞かせてもらったのですけど，公民館であるとか，色々なところの問題がある

のだなと勉強になったのですが，幼稚園に勤めさせていただいているのですが，最近の教育であるとか，

これからの幼児教育を考える中で，２点あるのですが，１つは教育というのはある意味実体験，けど今の

教育というのは失敗をしない教育，試行錯誤する教育ではないかなと，ある意味生涯学習というのは，試

行錯誤する中で，自分がどう考え，どう行うかだと思うのですね。そういう意味では，これからのものと

いうのは，試行錯誤するような実体験，以前の僕らであれば，学芸会があったり，運動会がある中でチー

ムワークを作ったり，そういうものがあったと思うのですね。けど今の２，３年の学校なんかを見ると，

運動会であるとか，劇遊びであるとか，そんなものは一切無くなった，そして試行錯誤しない，教わるも

のづくりはしますけれども，自分たちで工夫するものというのは，今ないかなと思うのですね。 

 もう１つ，今我々の幼稚園の中で一番危惧しているのは，幼児教育の在り方を議論せずに，子育て支援

という中で，新システムの中で，就労支援という中で，保育・乳幼児期を終わってしまおうという考え方

に入っていますね。そうなってしまうと，やはりこの生涯学習というものが与えるものではなくて，本来，



 

する人の意欲を育てなければならない，それを思うとやはり世代の云々ではなくて，今の子どもたち，小

学生たちに，考えて学んでいくという姿勢をですね，きちんとしておいてあげなければいけないのかなと

いうところをですね，今，非常に思っているところなのですね。目先のことも当面はいるかと思いますけ

れども，生涯学習という視点の中で考えるのであれば，今の小学校であるとか，幼児教育であるとか，や

はりそういう観点もですね，ぜひどこかで入れていただけると，大変助かります。 

有本会長：   非常に重要な観点だと私は思います。 

有田委員：      さっき部長がおっしゃった，聞取りをなさったということで，納得，納得と思って聞いた箇所があるの

です。それは２ページの骨子１の(2)のところで，…どんな人でもいいと，やはり子どもが学ぶ，地域の

人との結びつきというものが非常に濃いものがあるかと思います。毎日見守り活動をしている方は，地域

のことに関心がある，子どもたちは毎日笑顔でおはようと言われる，地域基盤社会と言われていますけれ

ども，やはり地域学習とか，地域の人たちのご支援をいただいている実態から見ますと，この⑩，⑪のと

ころで，学校教育の充実というものが，体験しておりますと，ボランティア団体の方もやりがいを持って，

学校は地域の助けがいるからと，しんどくても来ましたと 80 過ぎの方が階段を汗だくになって上ってい

らっしゃる。本当に拝みたくなるような，感謝の念で一杯になります。そうした中にあって，やはり地域

の教育力というのはあなどれない，そういった⑩，⑪がぜひ学校教育に反映されつつ，地域の方，特に高

齢の方の生きがいとすることができれば，高齢の方は学校というのは，大切なところだという思いをお持

ちなのでね。保護者の方は一部，色々とありますけれども，そうした中で，是非，大切にしてもらいたい

聞取り結果だと思っております。 

生涯学習課社会教育監：  今，続けて３人の委員の方から御意見をいただいたのですが，中村委員から頂いた，今お示ししてい

るのは，課題でありこれから取り組んでいく方向について，事務局（案）をお示しさせていただいた訳で，

本日いただいた意見を行間に入れるのか，括弧で新たに抜き出すのか，様々な書きぶりがあると思います

し，それは事務局で色々検討させていただきますけれども，しっかり出していただいた意見をですね，十

分書き込んでいくという方向で検討させていきたいと思います。 

それから，幼児教育，また，学校教育の部分についても御意見をいただきましたが，骨子３の方で，学 

校・家庭・地域の連携という部分での骨子を，家庭教育という部分を意識した部分，また，学校教育とい 

う部分を意識した部分で書かせていただいております。先ほどの幼児教育の部分もですね，子育てをして 

いる保護者に，といった中でしっかりと表現できればと思います。ありがとうございました。 

有本会長：   時間のことがありますので，この辺りでまとめたいと思うのですけれども，先ほど中村委員さんから，

助け舟というか，出していただいて，色んな御意見を骨子の中に入れ込む形で整理してもらったらどうか

というのがありましたので，その辺を勘案して，一応の結論にさせていただきたいと思います。 

        今日，多数の意見をいただいたので，これをポイントとして，これから考えていただくということがご

ざいますけれども，一応私の方でですね，４つぐらいポイントがあったかなということで，１つはですね，

情報社会に対応した学習が出現している，情報社会というか，知識社会，知識基盤社会ということですね，

知識社会にシフトする生涯学習ということで言うと，情報リテラシーという言葉も出ましたし，ＩＴＣと

いう言葉も出ましたし，こういう風なところを考えながら，生涯学習構想としておかないとですね，時代

遅れになるわけですので，我々の次の若い世代というのは，我々の次の 30 年まで生きていくわけですか

ら，当然我々が見えないような社会まで生きていくわけですから，見えるところまで見ておかないといけ

ない。 

        それから２番目ですね，広島県の公民館の独自性というのが出たと思います。広島県の住民のニーズを

ヒアリングで色々聞いていただいて，そこから演繹的ではなくて帰納的に掌握した御意見の中には，色々

と関わるものがあったと思うのですが，住民のニーズと行政のニーズとの関係が問題になると思うのです



 

が，これが上手く一致すればよいのですが，ともすると齟齬が起きてくるというのが現実ですから，齟齬

があってもですね，できるだけ，やはり広島県という特色を出すということ，中教審ではなく広島県とい

う骨子，広島県の答申はそういうことを出しているということでいいのではないかと思いますので，生涯

学習の必要性と公民館の役割のようなものをですね，全国で衰退しているのが，むしろ広島県はそれを高

めることに特色を出すと，ただし成果が上がらないといけませんね。どういう成果が上がっているかとい

うことを，本当は実証的にそれを調べておいてですね，答申のときはそれをきちっと盛り込むということ

をした方が，説得力がある。これはちょっと，僕も６年間ぐらいある程度言ってきているのですが，お金

がないのでということで後回しになっている。調査はできるだけやっておく，それがこういうときに役に

立つと。 

それから３番目，人の重要性というのが言われたと思います。教育が主体となって，教育は人ですから， 

やはり人材育成を考えていくということです。そこのところをビジブルに，見えるようにしていくという

ことで，生涯学習を中軸とした，教育学習の再構築というところに，中核に人がくるということで，これ

はやはり大事なことであると考えています。 

４番目にですね，ビジョンがやはりどうかなということと関わりがあったと思います。将来ビジョン， 

こういう方向にランディングしていくのだということをですね，やはり言わないといけないということ 

で，全体にまとめる機能はよくできていたと思うのですよね，だから，もうちょっと説得してですね， 

知事部局を動かすような，そのためには広島県の独自性，これは部長さんの方もおっしゃったですしね， 

それから教育委員会の主張，教育委員会がですね，知事部局に対してですね，あまり遠慮しないで，や 

はり広島県の教育とか生涯学習と聞くと，最も責任を持つのは教育委員会でしょうから。ここが大きな 

声を出すことを期待しているということだったのではないかなと思います。 

それから，生涯学習が学校教育より下に置かれるとですね，どうしても自己嫌悪になるので，これから

は生涯学習の時代だと思うのですけれどね，やはり学校教育はもちろん重要ですから，基礎基本の教育を

やらなければならない。しかし平均年齢が 90 歳になるような時代，大学でいっても 27 歳程度で終わるの

で，それより長くいく人もいないことはないですが，30 歳程度で終わって，あと 60 年あるわけですよね。

リカレントやって学校行ったり帰ったりということをしてもですね，やはり生涯学習の比重というものは

大きいわけです。ここをやはりですね，アクセントをつけておきたい。県の事業で，大学を入れて生涯学

習のことをやったことがあるのですよ，３年位前に。大学が１番保守的ですね，広島大学，前いましたの

で。最近は広島大学も変わってきましたけどね，やはりそこらが変わっていかないと，生涯学習に当たっ

ては皆保守的なのですよ。後に後にさせたらですね。県も生涯学習部がなくなりましたけど，デモしても

いいくらいですよ，色々事情はありますけどね。委員の皆様から多くの御意見をいただいておりますが，

会議の終了時間も迫っていることもありますので，このあたりでまとめたいと思います。 

 

（委員了承） 

 

        本日の各委員の御意見も踏まえて，次回の分科会までに，会長と事務局で，答申へ向けた整理を行うこ

ととするので，委員の皆様には御了承ください。 

 

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。 

生涯学習課課長代理：   次回の会議の日程について申し上げます。先ほど御説明いたしましたとおり，次回の分科会は 10 月中 



 

旬に予定しております。具体的な日時につきましては，今月中に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。 


