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平成 22 年５月 26 日 

 

広島県教育委員会 



  

平成 22 年度第１回広島県生涯学習審議会社会教育分科会出席者名簿 

 

平成 22 年５月 26 日（水）午後１時 30 分開会 

午後３時閉会 

１ 出席委員  
会 長 有 本   章（比治山大学高等教育研究所長・教授） 

副会長 安 藤 周 治（特定非営利活動法人ひろしま NPO センター代表理事） 

有 田 啓 子（広島市立長束西小学校長）  

稲 谷 悦 子（広島市立南区図書館長） 

城 戸 常 太（広島県公民館連合会会長，広島県議会議員） 

坂 本 和 子（広島県の男女共同参画をすすめる会研究部会「労働・職業  

部会」部長） 

竹 下 正 彦（広島県町村会（北広島町長）） 

中 村 道 徳（広島県議会議員） 

万 治   功（広島県都市教育長会（江田島市教育委員会教育 

長）） 

 

２  欠席委員  

安  東 善 博（株式会社中国放送代表取締役社長）  
  曾  根 幹 子（広島市立大学国際学部准教授） 

田 島 文 治（広島県商工会議所連合会（広島商工会議所副会頭）） 

花 満 美 和（広島県ＰＴＡ連合会（母親代表）） 

柳 瀬 陽 介（教育ネットワーク中国運営委員，戦略的大学連携運営委員， 

広島大学大学院教育学研究科准教授） 

米 川   晃（財団法人広島県私立幼稚園連盟理事長） 

 

 



  

３ 出席職員  

堀  野 晶 三（広島県教育委員会事務局教育部長） 

内 田 健 二（広島県教育委員会事務局社会教育施設改革担当部長） 

畦 地 博 之（広島県教育委員会事務局教育部生涯学習課長） 

池 田 彰 夫（広島県教育委員会事務局教育部生涯学習課社会教育監） 

河 内 義 弘（広島県教育委員会事務局教育部生涯学習課課長代理） 

   



  

平成 22 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 22 年５月 26 日（水）午後１時 30 分～午後３時    

場所 広島県庁北館２階 第一会議室              

 

１ 開会 

２ 教育部長あいさつ 

３ 委員紹介 

４ 分科会会長・分科会副会長選任 

５ 分科会会長あいさつ 

６ 議題 

 (1) 社会教育関係団体に対する補助金の交付について 

 (2) これからの生涯学習の振興方策について 

   ア 広島県生涯学習推進構想の見直しの視点について 

   イ 社会教育施設の在り方及び専門的職員の在り方について 

７  その他 

８ 閉会 



 

生涯学習課課長代理：  お待たせいたしました。ただ今から，「平成 22 年度第１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。 

今回は，本年２月の審議会後，初めての分科会であり，分科会の会長がまだ選任されておりません。 

        会長が選任されるまでの間，私，生涯学習課課長代理の河内が進行役を務めさせていただきます。 

        なお，本日御出席の委員は，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，本日の会議は成立しておりますことを御報告申し上げます。 

        開会に当たりまして，教育部長の堀野がごあいさつを申し上げます。 

教育部長：   皆さんこんにちは。この４月から生涯学習を担当することとなりました，教育部長の堀野と申します。

よろしくお願いいたします。 

        本日は，御多用中にも関らず御出席をいただきまして，誠にありがとうございます。 

        委員の皆様方には，本県教育行政，とりわけ生涯学習・社会教育の振興につきまして，格別の御理解と

御協力を賜り，厚くお礼申し上げます。 

        さて，広島県の生涯学習の振興につきましては，平成 11 年２月に策定した広島県生涯学習推進構想に

より，進めてきたところですけれど，その後，生涯学習振興，社会教育行政を取り巻く環境は大きく変化

をしていることから，今後目指すべき施策の方向性や，施策を推進する際に必要な視点を明確にする必要

があるということで，本年２月に開催の審議会におきまして，これからの生涯学習の振興方策について諮

問したところでございます。 

本日は，これからの生涯学習の振興方策についてご審議をいただくとともに，平成 22 年度の社会教育

関係団体に対する補助金の交付について，ご意見をいただくこととしております。 

        どうか，充実した審議となりますよう，ご協力お願い申し上げまして，簡単ではございますが，開会の

あいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

生涯学習課課長代理：   まずはじめに，生涯学習審議会委員につきまして，平成 22 年５月 15 日付で 3 名の委員の交代があり

ましたので御報告いたします。 

学校教育関係者では，広島市立段原小学校長の藤本委員が辞任されまして，後任に広島市立長束西小学

校長の有田委員が就任されました。 

スポーツ関係では，広島県車椅子テニス協会会長の交代により，多賀委員が辞任され，後任として仁井

谷委員が,また広島県高等学校体育連盟会長の交代に伴いまして，菅委員が辞任され，後任として松林委

員がそれぞれ就任されました。 

新しい委員名簿につきましては，お手元の委員名簿を御覧ください。 

それでは，今回は，第 1回の社会教育分科会ですので，改めて委員の皆様の御紹介をさせていただきた

いと思います。なお，委員名簿等をお配りしておりますが，本日御着席の順に紹介をさせていただきます。 

有田啓子委員，広島市立長束西小学校長でいらっしゃいます。 

        有田委員につきましては，先ほど御報告させていただきましたとおり，藤本委員に代わりまして，新た

に就任されております。 

有本章委員，比治山大学高等教育研究所長で教授でいらっしゃいます。 

安藤周治委員，特定非営利活動法人ひろしまＮＰＯセンター代表理事でいらっしゃいます。 

稲谷悦子委員， 

 稲谷委員につきましては，今年の３月までは広島市こども図書館長でいらっしゃいましたが，４月から

広島市立南区図書館長として勤務されておられます。 

城戸常太委員，広島県公民館連合会会長で広島県議会議員でいらっしゃいます。 

坂本和子委員，広島県の男女共同参画をすすめる会研究部会「労働・職業部会」部長でいらっしゃいま



 

す。 

竹下正彦委員，北広島町長でいらっしゃいます。 

中村道徳委員，広島県議会議員でいらっしゃいます。 

万治功委員，江田島市教育委員会教育長でいらっしゃいます。 

なお，本日御欠席でいらっしゃいますが，安東善博委員，曾根幹子委員，田島文治委員，花満美和委員，

柳瀬陽介委員，米川晃委員が，分科会の委員として就任されております。  

続きまして，２月の審議会以降，県教育委員会事務局におきましても，３部制を２部制に改編し，生涯

学習課，スポーツ振興課を教育部にするなどの，組織改正や人事異動がございましたので，ここで，事務

局からの出席者を紹介させていただきます。 

教育部長の堀野晶三でございます。 

社会教育施設改革担当部長の内田健二でございます。 

生涯学習課長の畦地博之でございます。 

生涯学習課社会教育監の池田彰夫でございます。 

 

会長・副会長選任 

 

生涯学習課課長代理：  それでは引き続き，分科会の会長，副会長の選任に移らせていただきたいと思います。 

       広島県生涯学習審議会条例第５条第１項は，「審議会に会長及び副会長各１人を置き，委員の互選によっ

てこれを定める。」とし，これは，第７条第５項において，「分科会の運営について準用する。」とされて

おります。 

        どなたか会長・副会長に御推薦をいただけますでしょうか 

稲谷委員：   会長につきましては，審議会の会長であります有本 章委員にお願いし，副会長につきましては，安藤 

周治委員にお願いしてはいかがでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

生涯学習課課長代理：  皆さん異議がないようでございますので，それでは，有本委員に会長を，また，安藤委員に副会長を，

お願いをしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 では，有本会長は会長席に，安藤副会長は副会長席に，お移りいただけますでしょうか。 

 

（有本会長は会長席に，安藤副会長は副会長席に移動） 

 

生涯学習課課長代理：  それでは，有本会長からごあいさつを頂戴したいと思います。 

有本会長：   社会教育分科会の会長に選任いただきました，有本でございます。本年度は，今年の２月，先ほど，堀 

野部長さんからお話がございましたように，「これからの生涯学習の振興方策について」という諮問を教 

育長から受けましたので，本分科会におきましては，審議を行って答申をするという，非常に重要な役割 

を担っております。そういうことで皆様の活発な御議論をいただき，充実した分科会となりますように， 

御協力をお願いいたしまして，簡単ではございますが挨拶とさせていただきます。一言申し上げますと， 

生涯学習というのと生涯教育というのがございまして，我々の親委員会は生涯学習審議会となっています 

が，元々生涯教育という言葉をずっと使っておりまして，生涯学習になったという経緯がございます。 

そこのところでコンセプトがちょっと違うところがございますけれども，あくまでも社会教育分科会です 



 

けれども，生涯学習振興の方針を考えておるということで， そこら辺を少し勘案しながら考えないとい 

けないということがございます。ちょっと蛇足ではございます。 

生涯学習課課長代理：  ありがとうございます。それでは，今後は会長に議事を進めていただきたいと存じます。有本会長，よ 

ろしくお願いいたします。 

 

会議の公開について 

 

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。時間も限られておりますので，皆様の御協力によ 

り，本分科会の審議を円滑に，また効率的に進めて参りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま 

す。まず，分科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。 

生涯学習課課長代理：  資料番号９を御覧ください。 

        当委員会では，所管する附属機関等の会議の審議過程等を公開することによって，透明性の向上を図り，

開かれた教育行政を推進するため，平成 13 年５月，広島県教育委員会が所管する附属機関等の会議の公

開に関する規則を制定いたしました。広島県生涯学習審議会社会教育分科会も，この規則の第１条にいう

「附属機関等」に該当いたします。この規則の第２条第１項本文は，「会議は，公開するものとする」と

しております。したがいまして，この分科会の会議も，公開することが原則でございます。一方，例外的

に非公開とする場合がございます。この規則の第２条第１項ただし書は，「広島県情報公開条例第 10 条

に規定する不開示情報」，例えば，個人に関する情報であって，特定の個人が識別され，若しくは識別さ

れ得るもの又は特定の個人を識別することはできないが，公にすることにより，なお個人の権利利益を害

するおそれがあるもの，「が含まれる事項を議事とする会議」及び「公開することにより公正又は円滑な

運営に支障が生じるおそれがあると認められる会議」の「いずれかの会議は，その全部又は一部を非公開

とするものとする」としております。この規則の第２条第２項は，「会議の公開」は，「傍聴」か「議事録

の閲覧」の「いずれかの方法により行うものとする」としておりますが，この分科会では，これまで，「傍

聴」と「議事録の閲覧」，両方を組み合わせて，会議の公開を行ってきております。この規則の第２条第

３項は，「会議の公開の方法又は会議を非公開とすることの決定は，当該附属機関等が行うものとする」

としております。なお，この規則の第３条から第６条までは，会議の傍聴について定めております。 

 本日，傍聴希望の方，マスコミの記者１名が，別室で待機していただいておりますので，念のため申し

添えさせていただきます。 

有本会長：      ただ今説明がありましたとおり，特段の御異論がなければ，この会議を公開することとし，その方法は， 

「傍聴」及び「議事録の閲覧」によることとしたいと思いますが，いかがでしょうか。 

（異議なし） 

それでは，そのようにさせていただきます。傍聴者を入室させてください。 

（傍聴者入室） 



 

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：  まず，社会教育関係団体に対する補助金の交付について，事務局から説明をお願いいたします。 

生涯学習課長：  失礼します。説明をさせていただきたいと思います。まず，資料番号１をご覧ください。 

        社会教育関係団体に対して補助金を交付する場合には，社会教育委員の会議の意見を聴いて行うという社

会教育法第13条の規定に従いまして，議題として提出いたしております。今年度につきましては，前年度と

同様の３団体への合計250万円の補助と，大会補助金として２団体への補助金262万円の合計512万円を予定

しております。１ページをご覧ください。まず平成22年度の各団体の事業の内容を説明いたします。 

１つ目の団体は広島県ＰＴＡ連合会です。平成22年12月４日に「平成22年度全小・中学校PTA母親代表研

修会」を開催することとしており，県内の小・中学校PTA母親代表が一堂に会し，今日のPTA活動における問

題点等を明確にするとともに，各単位PTAの取組みをとおして，親子がともに育つためにどうあるべきかを

考えるための研修会を実施することとしており，学校・家庭・地域の連携が期待できるものでございます。 

        ２つ目の団体は広島県高等学校ＰＴＡ連合会です。平成22年度を通じて，各学校が抱える教育上の諸問題

を解決するため，各地区で学校・保護者・そして地域の三者交流座談会，研修会などの「広島県高等学校PTA

地域教育充実促進事業」を実施することとしており，家庭・地域の教育力の向上，ひいては健全な青少年の

育成に寄与しているものと考えます。それでは，２ページをご覧ください。 

３つ目の団体は広島県公民館連合会です。新しい時代の変化に対応できる公民館活動の充実と活性化を図

るため，平成22年11月に西部会場（大竹市）と東部会場（三次市）において公民館・公民館類似施設等や関

係機関職員の体験型・交流型の研修会を開催するものです。この研修会を通して，市町や部局を超えた情報

や人と人とのネットワークづくりを進めるとともに，関係職員の資質の向上を図るものです。地域の社会教

育の中核である公民館活動の活性化は，地域の教育力を向上させるうえで大きな効果が期待できると考えて

おります。次に大会補助金についてご説明します。 

        まず，平成22年度中国・四国公民館研究集会大会補助でございます。この大会は，中国・四国地区の各県

で持ち回りで開催し，広島県では平成13年度以来開催されるものです。本研究集会は，中国・四国地区の公

民館等関係者が一堂に会し，公民館等が地域の活力を生み出す拠点として，より一層充実・発展するよう，

今後の公民館等の在り方について考えるものであり，広島県の生涯学習振興・社会教育行政を推進していく

上で重要な効果が期待できるものであります。最後に３ページをご覧ください。 

第15回日本ジャンボリー大会派遣事業補助でございます。この大会は４年ごとに全国のボーイスカウトの

代表が一堂に集い，７日間のキャンプ生活を通じて，集団生活における自立的活動や規律の実践，相互奉仕

などを学ぶとともに他の地域のグループや外国のグループと交流し，相互に学び合うものであり，広島県も

平成18年度以来の補助をするものです。核家族化，少子化や人間関係の希薄化が進む中で，子どもたちの問

題行動が多発している社会状況を受け，社会の構成員として規範意識や社会性豊かな人間性を育んでいくこ

とが求められおり，県教委としても，青少年の奉仕活動や集団生活を通して規律遵守の精神を養う活動を行

っているボーイスカウトの全国的な交流会である日本ジャンボリー大会へ派遣することで，地域においてボ

ランティア活動や自然体験活動等の青少年リーダーとなれる人材育成という点において重要な効果が期待

できると考えております。なお，補助は大会派遣旅費と機材運搬費の最小限度としております。以上で，補

助金についてのご説明を終わります。 

有本会長：  ただいまご説明いただきました事項につきまして，ご質問やご意見等ありましたらお願いします。 

中村委員：  今提案がありました補助金の状況については，私はいいと思います。ただ一つ教えていただきたいのは，

補助金を受けるときの申請団体について規定があるのか，ないのか，どこにあるのか。社会教育・生涯学習

を進めていく上で母体となる一つであるからこれはこれでいいと思いますが，申請をするに当って，他の団

体から申請は出てこなかったのか。そのあたりどうでしょうか。 



 

生涯学習課長： 補助金の交付を行う団体は，平成18年度までは，今回の団体も含めて13団体に対して補助金を交付してき

ました。例えば子ども会連合会やボーイスカウト広島県連盟であります。しかし，当時厳しい財政事情によ

り，ゼロベースで事務事業の総点検を行い，当該補助金についても見直しを行いました。その中で，補助金

による事業効果，あるいは波及効果等を勘案して，平成19年度から，現在の３団体に絞られております。      

今後新たに他の団体に補助金を交付することについては，個別の検討が必要だと思いますが，なかなか難し

いのではないかというのが現状です。 

中村委員：  私学のPTA連合会や女性団体など，様々な団体があります。確かに19年度に見直しが行われ，財政も非常

に厳しいということで整理されたようですが，さらにどうしても補助金の交付を受けたいという団体があっ

たときに，やはり個別の審査ですか。 

生涯学習課長： そのような要望があった場合，社会教育関係団体補助金に関しては，社会教育委員の会議の意見を聞くこ

とになっておりますので，そのような手続きを踏ませていただくことになると思います。 

中村委員：  先ほどの質問は，本件とは別個のことですので，今回これらの団体に補助することについては異論ありま

せん。 

坂本委員：  この補助金がスリムになってきた過程を見てきているので，言うことはないとは思いますが，最近の新聞

で，最近ボーイスカウトの人数が減少しているとの記事がありました。もう少し子どもたちを鍛えなければ

ならないと思っているので，高等学校PTA連合会の事業に対する補助金の額から考えると，もう少し，ボー

イスカウトに対しても補助金を出してもいいのではないかと思います。子どもたちのために補助金を回すの

がいいのではないでしょうか。また，現在，親に問題があるので，親の教育が非常に重要だと思います。PTA

の活動に関しても，親の教育に力を入れるような内容かどうか検討した上で補助金を交付するべきだと考え

ます。それからガールスカウトには補助金を出していないのでしょうか。 

生涯学習課長： 説明不足で申し訳ありません。平成18年度までは，ガールスカウト日本連盟広島県支部，それからボーイ

スカウト広島県連盟にも補助金を出しておりました。ボーイスカウトについてですが，２～３日前の新聞で，

ボーイスカウトの人数が激減したということでございました。ボーイスカウトに対する毎年の事業補助につ

いては，先ほど申し上げた状況の中で，ゼロにしなければならないこととなりましたが，今回のような全国

大会について，４年に1回ですが，その必要性，役割は十分に認識しておりますので，そういった意味で，

その運営のための，派遣補助をさせていただきたいと考えております。親の教育についてですが，広島県PTA

連合会の事業の母親代表研修会に対する補助を考えております。この研修会は，親としての役割や責任につ

いて，母親の視点で協議していただくものです。とりわけこの研修会は，会員が，小グループに分かれて協

議される参加型の研修であり，相互に学び合い，理解を深め合えるものなので，広島県としても全県への波

及効果が期待できるため，補助金の交付を考えています。ご意見いただきましたことも含めて対応して参り

たい。 

安藤副会長： できたら前年と対比できる資料を作成していただきたい。経年変化も見ることができたらよいです。 

生涯学習課長：  失礼しました。ちなみに３団体については前年と同額でございます。 

有本会長：  今回の内容は，これまでも議論されてきたことで，平成19年度から３団体に絞られましたが，どの団体も

重要ですので，補助金の交付対象として選ばれた団体と，そうでない団体のどこに線引きをするかというと

ころが議論となるところです。ローテーション案まで出たくらいですが，継続性がないとなかなか難しいと

いうようなことも事務局の中でご勘案いただいて，検討されたものであると思いますし，このような流れも

踏まえて出されてきたものだと思います。手続きについては，中村委員から質問がありましたが，そういっ

たことも含めてご検討いただくということで，先ほどの説明のようなことで，今年はこの５団体に，昨年の

３団体より多いですが，このようになったということです。最後に，来年のことではありますが，資料に関

しては，先ほどご指摘がありましたように，早めに検討するということがある意味重要と思います。他には



 

ございませんでしょうか。 

（なし） 

それでは色々ご意見いただきましてありがとうございました。平成22年度の社会教育関係団体補助金につ

いては，原案どおりに交付させていただくということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

それでは本件については，事務局案のとおりといたします。 

 



 

これからの生涯学習の振興方策について―広島県生涯学習推進構想の見直しの視点について 

 

有本会長：  続きまして，議題２のア「広島県生涯学習推進構想の見直しについて」について，事務局から説明してく

ださい。 

生涯学習課長： 失礼します。説明させていただきます。説明資料として，資料番号２及び資料番号３を使って説明をさせ

ていただきます。まず,資料番号２を御覧ください。 

諮問のありました「これからの生涯学習の振興方策について」の分科会における審議スケジュールにつき

ましては，本年２月に開催しました生涯学習審議会において「社会教育施設の在り方等について」を先に御

審議いただき，全体については，「平成23年３月下旬」に答申の成案を得るという予定で審議を進めること

で御了承いただいておりました。これは，現在の広島県総合計画が平成22年度末をもって計画期間が満了し

まして，順次，準備が進んでおります次期計画が平成23年度からスタートするということに合わせた動きと

いうことで，御説明して，御了承いただいたところでございましたけれども，現在，広島県総合計画審議会

において審議が進められております次期計画に向けた答申につきましては，本年10月を目途に審議を終える

予定で進められるというふうに伺っております。そこで，当審議会におきましても，こうした動きを勘案い

たしまして，「これからの生涯学習の振興方策について」の全体の答申について，「社会教育施設のあり方等」

と並行して御審議いただきまして，本年11月の第４回分科会において答申の成案を得られるような日程で審

議を進めさせていただくことができればと考えております。続きまして，資料３を御覧ください。 

２月の審議会におきましては，「この10年」の「生涯学習振興行政・社会教育行政を取り巻く環境の変化」

について御覧をいただきまして，このような状況を受けまして，11年前に策定した構想の改訂又は新構想の

策定を行い，これからの生涯学習の振興方策について，目指すべき施策の方向性や施策を推進する際に必要

な視点等を明らかにするとの，諮問の趣旨を説明させていただいたところでございます。これからの生涯学

習の振興方策についての検討の中では，さまざまな環境の変化や，国における法改正や中央教育審議会など

の動きなどを見据えることも必要かと思いますが，一方で，実際の生涯学習や社会教育の現場で起こってい

ることに基づいて考えていくことも大切なことではないかと思っております。そこで，こうした「現場の声」

を聴いて，生涯学習・社会教育の場において，顕著に現れている主要な課題を整理して，答申の骨子づくり

に活かしていくことを考えております。 

３ページの３「対象及び聞き取りの視点」等を御覧ください。聞き取りの手法としまして，資料３の表に

対象と記載しております公民館などの社会教育施設，企業，NPO法人，ボランティア団体，大学，学校など

で，実際に生涯学習や社会教育の事業に携わっている人から，それぞれの施設や団体で，現在行っているこ

とや，それを行う上での課題・問題点について聞き取りを行う中から，現場で，実際に現れている問題を把

握していきたいと考えております。それぞれの現場で，実際に困っていること，課題となっていることにつ

いて，現地を訪ねて，伺っていきたいと考えておりますが，それとともに，成果の上がっている事例につい

ても伺いたいと思っております。成果の上がっている事例についても，必ずしも最初からうまくいったわけ

ではなく，事業をはじめたときには多くの課題をかかえてスタートしたものを，いろいろな工夫により問題

を解決されていき，現在の成功に至っているものと思っております。その過程で，どのようにして問題を解

決していったかなどを伺うことにより，課題解決のための手がかりを得られるのではないかと思っておりま

す。聞き取りの視点としましては，それぞれの聞き取り対象に共通のものとして，「学習内容の現状と課題」

がございます。これは，聞き取り対象に応じて，事業や活動の内容と，それを行う上での問題点をたずねる

もので，こうした中から，学習者，利用者のニーズと実際に提供されている学習機会のずれを明らかにし，

対応についての課題などを整理したいと考えております。また，それぞれの機関・団体と，他の機関の連携

について伺いたいと考えております。これは，生涯学習・社会教育を推進する上で，学校，家庭，地域，他



 

の機関と連携，協力すること，また，それらのネットワーク化を進めることについて，各機関，団体がどの

ように考えているのか，現状と課題や今後どのような団体と連携していきたいのか，そのためにどのような

仕組みが必要と考えるかなどを伺うもので，こうした中から，学校教育と社会教育の関係など，生涯学習・

社会教育推進体制のあり方についての課題などを整理したいと考えております。さらに,社会教育施設等や

NPO法人，ボランティア団体については，施設や団体の運営上の現状と課題として，施設の利用実態や団体

の運営実態について伺うほか，人材育成や人材確保のために何を望んでおられるかなどを伺いたいと思いま

す。また，それぞれの施設で，住民，利用者からの要望や，苦情といったものを受けておられると思います

けれども，そういうものも教えていただきたいと思っておりまして，こうしたものから，実際に学習してい

る人や施設を利用している人の求めるものが見えてくるのではないかと思っております。 

表の右端になりますが，聞き取り先といたしましては，社会教育施設等として，公民館を３館程度，これ

は，平成20・21年度の文部科学省優良公民館被表彰館を考えております。また，公民館類似施設として，自

治振興センター，コミュニティセンターを３館程度，これは，住民自治組織を指定管理者としているセンタ

ーで，センターと自治振興区と協働で，人づくり，町づくり推進をしているものを考えております。企業は，

学校を対象に，出前講座や体験活動教室を実施している企業を３社程度，NPO法人は，学習プログラム開発

や人材育成事業を実施している団体を，２団体程度考えております。ボランティア団体は，聞き取りを行い

ます公民館や自治振興センターなどで，公民館などと連携して活動している，子育てサークルやまちづくり

団体を，大学は，３大学程度で，産学連携・地域連携事業を実施している大学を国立，公立，私立の各１校

ずつ，大学連携組織であります教育ネットワーク中国事務局などにも御協力をお願いしながら，お話を聞か

せていただければと考えております。学校につきましては，学校・家庭・地域が一体となって，地域ぐるみ

で子どもを育てる体制を整えている，学校支援地域本部実施関係校の小中学校を３校程度考えております。 

聞き取りの概要については以上でございますが，今後，実施結果などから，生涯学習振興に係る主要な課

題を整理いたしまして，その内容を基に，第２回分科会において，「これからの生涯学習の振興方策につい

て」の骨子等について，御審議いただければと考えております。説明は以上でございます。 

有本会長：  ただ今，畦地課長さんの方から事務局案について説明がございました。 

ヒアリングの対象や視点について御意見，御質問がございましたら，御発言をお願いいたします。 

安藤副会長： ヒアリング期間についてですが，６月中に集中的におやりになるということですよね。 

生涯学習課長： そのように考えております。 

有本会長：  非常に短期間ですので，かなり大変な作業だと思いますが，先程御説明がありましたように，県全体の方

向と合わせるということで，そういう点を勘案すると，期間が非常に短くなるということですね。 

安藤副会長： 聞き取り調査のほかに，他の調査というか，データのようなものはこれまで集積されているようなものを

利用するというお考えなのですか。 

生涯学習課長： そのように考えております。先般の２月の審議会で，「この10年」についてお示しをさせていただいてお

りますし，ほかにも，教育モニターの御意見等もあります。色々なところからは資料をいただき，活用して

いきたいと考えております。 

坂本委員：  聞き取り先については，すでに，３館程度とか，３社程度ということで，決めておられるのですか。もう

目的のところはあるのでしょうか。そうじゃないと６月にはもう間に合いませんよね。 

生涯学習課長： 一応事務局では，対象の施設についてターゲットは絞っております。 

坂本委員：  何か我々がすることがあるのですかね。 

生涯学習課長： 例えば施設等で，こういった所を聞いたらいいのではないかなど，御意見をいただければと考えておりま

す。私ども事務局が持っている案は，あくまでも事務局の中で考えたものですから，ここは面白いことをや

っているというようなお話をいただければ，大変ありがたいと思っております。 



 

有本会長：  これからの検討は，過去に向くのではなくて，これから５年10年先のことを考えるわけですが，社会は，

この10年間激しく動いております。先程，時間があったら申し上げようと思ったのですけれども，知識基盤

社会とか,グローバル化とか，この10年間ですごく進んで，知識経済というような，知識と経済が結合して

世界的に動いていくという状況となっております。知の循環と言われますが，この動きが，横にも縦にも，

非常に縦横に拡大してきておりますので，そういう中で，今まで考えていたような生涯学習ではやっていけ

ないことが起こっているのではないかと思っています。そういうことも含めて，知恵を出して，知恵を絞っ

ていかなければならないと考えています。10年，15年と経ったらもう駄目になるかもしれませんけれども，

今の時点で最大限に知恵を絞って，そういう意味でも，色々御意見を出していただきたいと思います。 

城戸委員：  公民館の聞き取り先は３館程度となっていますが，地域によってみな違うのではないでしょうか。都市部

に聞くのと，田舎に聞くのでは，公民館の役割がみな違ってくるので，この程度のもので本当にわかるのか

と。公民館も３館，都市部に聞いて，田舎の方の公民館を同じような感覚で聞かれるのでは，とてもじゃな

いけどわからないだろうと思います。都市部と田舎では，生涯学習の役割が違ってきていると思うのです。

その辺のことを，どのように考えているのかお聞かせ願いたい。 

生涯学習課長： 地域によって様々な活動の形態があると思いますし，例えば社会教育施設でございましたら，事務局案で

は，庄原，三次，竹原，熊野，広島市を考えておりますが，もっと全体を見渡して，例えば島しょ部ですと

か，もっと北部の方など，もう一度見直しまして対象を決定していきたいと思います。 

城戸委員：  私は別に田舎ばっかり聞いてほしいわけではなくて，広島市の公民館と，いわゆる田舎の公民館では，役

割や，やっていることがかなり違うのですよ。そこをきちんと把握することの方が大事だという意味で申し

上げているのであって,田舎ばかり聞いたって，田舎の公民館のやり方を都市部に持ってきたのでは，これ

は全く合わないわけです。いわゆる都市部では，意外と自治会とかそういうものがあって，結構しっかりし

た組織があります。しかし，田舎の方には自治会とかそういうものはなくて，いわゆる女性会とか，老人会

などがそういう機能を持っていることが多いのです。そういう所の使い方によって，違うはずだと思います。 

生涯学習をやるに当たっては，行政がその辺をしっかりと把握してなかったら，地域ごとの対応の違いはわ

からないと思います。だからその辺を都市部にも聞いてほしいし，田舎にも聞いてほしいと。その違いをき

ちっと把握することが大事なのだろうと思います。 

生涯学習課長： わかりました。県内全体で，比較対照できる，あるいは違いが分かるというような形で聞き取り調査を進

めさせていただいて，その中から出てきているものを次につなげていきたいと考えます。 

中村委員：  企業についてですが，聞き取りの先３社程度として，学校を対象にして出前講座をやっているところとい

うことでしたが，具体的に教えてください。 

生涯学習課長： 事務局案でございますが，例えばオタフクソースさん，これは小中学校を対象に郷土食の広島お好み焼き

づくりを通して，食の大切さを学習できる出前講座等を実施されています。それから，中国電力株式会社さ

んは，エネルギーや環境問題について体験学習ができる出前講座等をやっておられます。また，広島ガス株

式会社さんは，天然ガスについての体験学習ができる出前講座などをやっておられます。 

中村委員：  これは私もこの前聞いたのですが，広島北特別支援学校と福山北特別支援学校では，本年度から自立支援

に向けて，外部の企業が入って，就職指導を兼ねた様々な体験活動をさせる支援をしていただいています。

例えば山崎パンでは,自立支援を目的として，障害を持つ生徒に対して，すばらしい支援をいただいている。

だから，健常者もさることながら，そういった視点からも考えていただきたい。 

生涯学習課長： 御検討させていただきます。 

有本会長：  まだ御意見たくさんあろうかと思いますが。 

城戸委員：  社会教育施設の在り方及び専門的職員の在り方についてという，ここの分科会での検討内容ですが，今ま

さに，私が公民館の中で一番悩んでいるところなのです。専門的職員がどんどんといなくなるわけですよ。 



 

全部自治総合センター，振興センターなど，そういう所にみんな任せてしまいます。自治会組織に，公民館

やそういう所を任せていくと，自治会の人たちは，少なくとも自分たちが楽しみでやることはきちっと，ど

ういう使い方をしようというのはやれます。しかし，自治をやっていくために団結をしていく手法とか，自

治会組織だけではなく，いろいろな組織をどのように運営していくか，先導的にやっていくかなどについて

は，ほとんどの人が知らないのです。だから，指導者がしっかりしている時は続くのですが，指導者がいな

くなると，皆バラバラな意見を言って，いつの間にか，そこの公民館も運営できない，使われない施設が多

くなってくるのです。これまで，行政が公民館については，目的を持ってやってきたことが，使われずじま

いで終わってしまう。それで皆，あれは無駄だ，無駄だと言っている。このような馬鹿げたことをやってい

て，本当にいいのかと。無駄だ，無駄だと言いながら，結局使わないのは住民なのです。自分たちが使わな

いで，それで無駄だ，無駄だといっているのです。しかし，使えるものは使おうとする努力というのを，や

っぱり住民の人たちがするべきなのです。なのに,そこが抜けている。それをきちんと，社会の先頭に立っ

て，使うべきだという指導をする専門員，そういう先生たち，社会教育施設の専門的職員というのが，今一

番いなくなってきているのだと私は思うのです。特に公民館なんかも，ほとんど人がいない。逆に，生涯学

習だと言って，社会教育から生涯学習に変わった過程もありながら,生涯学習といってこの審議会を開くの

もいいのですが，どうも，その生涯学習の意義を唱えながらも，どんどんと色々なものを削っているわけで

す。こんなこと言うと何ですが，生涯学習センターも，人が集まる施設はやめてしまって，それで，どこか

わからないところへ行ってしまった。言っていることと，やっていることが，国も県も違う方向性を出して

いるように私には見えるのです。少なくとも，住民が今一番望んでいるのは，そういう指導をしてくれる人

たちを，すごく望んでいるのです。私は，社会教育施設の在り方及び専門的職員のあり方について検討する

のであれば，もう少しそういう議論もさせていただけるものかと思っているのですが，その辺りについてど

う思われますか。 

坂本委員：  住民がもっと使ってもらわないといけないという意見に，ちょっと引っかかるわけではないのですけど，

やはり，使うには面白い企画とか，行く魅力がないと行かないのです。 それで，これは例なのですが，WE

プラザさんという広島市さんがやっている教育センターですが，ここは女性の指定管理になっていて，今，

日本一すごく使って活性化しているといわれています。私も，そこに行って利用したりしている一人なので

すが，やはり，いろんなプログラムをされています。ですから，これからは，公民館は，指定管理する人が，

その気になって指定管理にすると，それなりにすごく活性化する公民館というのが出てくるんじゃないか思

います。だから，使ってもらえるようにしてもらう公民館の取組がいるんじゃないかということです。その

ためには，指定管理も見直す必要があるのではないかと思います。使わないといけないし，潰していただい

たら大変困るし，東区の生涯学習センターも，実際ちょっとショックを受けていらっしゃる人も何人かいら

っしゃいます。 

城戸委員：  おっしゃるとおりなのですが，私に言わせたら企画じゃないと思います。企画でそこに集まるのは，皆，

それは住民の人たちのニーズがそこにあるからです。だから，指導者がいいところには皆集まるわけです。

指導者を養成しなければいけないことは皆わかっているのです。NPOさんに任せばいいんだけど，NPOさんに

任すということになると，今の指定管理者制度では，続けて同じ指定管理者に出せるわけではない。指定管

理者が代わると，そこの公民館は寂れるんですよ。 

坂本委員：  いや，NPOだけではないですよ。シルバーとかもいれば，女性団体とかいろんな方がいらっしゃいます。 

城戸委員：  皆いらっしゃるが，いい指導者が，きっちりした人がずっとやってくれるのなら，そこは集まるのですが，

どんどん代わってしまうのです。だから今の指定管理者制度には問題があるのです。あんないい加減な管理

者制度を作って，教育施設を守れと言うのは，土台無理な話です。だから，そういう問題ではなくて，もう

少し行政の責任としてきちんと守るべきで，今までの社会教育主事がいながら，それを使わずにNPOに任せ



 

というのは，如何なものかと思います。その辺のことが，きちんと，本当に理解されているのならいいので

すが，皆さんはただ，国が言ったものをどう使うかについてだけを言っている。今までいる人を使わずに，

無駄な金を使うというけれども，一番無駄なのは，その遊んでいる人たちが無駄になることです。今いるの

ですから。私は，そういうところの議論が抜け落ちていると思います。そういう意味で，この専門職員にも

う少し働いてもらうようにできないかと思います。学校教育だけに社会教育主事を使うという発想では，ど

うにもならないのです。だから,もう少し真剣に生涯学習というものに対して目を開いてもらいたい。結局，

学校で教えることというのは限度があります。何かあったら今度は地域で子どもを育てなさいという。地域

の責任にしてしまう。親が，子どもたちがそれをどう感じるかということですよ。自分は親の世話になって

いない，地域で養ってもらったのに，何で親の面倒見ないといけないのか，と，極端な子どもが出てきたら，

そうなってしまう。だから，私は，やはり地域で育てるのであっても，生涯学習という中に社会教育が混在

していかなければならない部分があると思います。私は，行政もただ単に全部出していくのではなく，きち

んとした人が必要なのではないかと思うのです。そこで，一番悩んでいるのは，公民館が，どんどんと自治

振興センターに変わっていっていることです。自治会に委託をされているところはまだいいのですが，ほと

んど貸館業に変わっているところもあって，誰もいなくなっている。あれでは，使わなくなります。 

有本会長：  私の感想としても，今のことは，非常に大事なことだと思います。この100年間ぐらい日本でやってきた

のは学校中心で，義務教育とかその辺を中心にして，国民の資質を高めていくということだったのですが，

社会が大きく変化しています。大学進学率も50％を超えています。こうした中で生涯学習ということになっ

てくると，そういう時代の資質というのは何かということを，基本的に考えないといけないのです。公民館

がすたれてくるというのがどうかという問題もそこにあるわけです。それから，中間の団体辺りがやはり力

を持っていないといけません。社会教育力といって上から出していっても，住民や市民の力がなかったら，

やはり一方的になってしまいます。両方やはり重要だとは思いますが，そこらを複眼的というか，立体的に

捉えていくという発想がないといけません。一方だけということにはならないだろうと思います。そのよう

なことで，今おっしゃったようなことも含めて，公的課題，社会教育力とおっしゃっていますが，公的課題

というのがあって，住民だけに任せてたいらそこから上に行かないということもあるわけです。自分のニー

ズに，私的課題が優先しますから。それを,次の10年20年先はこういう社会で，こういう質的にものを作っ

ていかなければならないという発想でリードしていかないといけない，というところは社会教育ですし，行

政とかその役割は大きいと思います。中間的な専門職とか，リーダーの養成など，その辺がないと，やはり

上手くいかないと思います。そういうものを作りながら，同時に歩きながらですが，固定したものはできま

せんから，やっていかないといけません。そういうところを，やはり生涯学習というのは非常に大事ですか

ら，県としても力を入れていただきたいと，私も言っています。私が一番残念なのは，その時点で調査をや

っておかないといけないですよ。10年ぐらいで報告書を出すときは，その時にどうだったかということを，

住民がどういうニーズを持っていたかということを，調べておかなければなりません。ヒアリングをやろう

としており，これは大事なことなのですが，同時に，どういう風に変わってきているかということを，今の

時点ではなかなか掴めないところを，あらかじめ調べておく必要があります。事例研究で成功した例を追っ

かけていく，というのはそれなりに出てきますが，そうじゃないやり方でもっと見ておかなければいけない。

それが，お金がないのでできなかったのですが，その辺はお金なくてもちょっと割いていただいて，行って

おく必要があります。そんなにかからないのですから。 

それから，さっきおっしゃったように，都市部と，中間部と，まあ田舎ですね，この辺のライフサイクル

というのは，同じ人間のライフサイクルでも違います。地域社会も違います。それをクロスしたところに，

ニーズが出てくるわけですが，このニーズが違います。こういうことを総合的に捉えていくという施策を，

広島県としてはやらなくてはならないということなんです。そのようなこと，私が代弁させていただいて恐



 

縮なのですが，全体としては，できるだけそういうことを報告書の中に，10年に１回ということになれば，

入れていかないといけないですね。それから，社会学的行動力っていうのがあるのですが，イマジネーショ

ンを働かせて，書いていかないといけないというところがありまして，事務局は大変だとは思うのですが。

途中で切りましたけれども，時間の関係もございますので，御協力をお願いします。 

 それでは，御意見を参考にしていただきまして，事務局でヒアリングについての内容をつめて実施してい

ただき，その結果を踏まえて，第２回の分科会で主要な課題を示していただくようお願いします。 

 



 

これからの生涯学習の振興方策について―社会教育施設の在り方及び専門的職員の在り方について 

 

有本会長：  議題２のイ「社会教育施設の在り方及び専門的職員の在り方について」，説明を事務局からよろしくお願

いいたします。 

社会教育施設改革担当部長：失礼します。これからの説明は資料番号４によって行いますが，先程来出ておりますような少し広い話と 

は，観点がやや異なりまして，広島県教育委員会所管の社会教育施設の在り方について，現時点でどういっ

たことをやっているかという，状況の御紹介に留まりますことをお許しいただきたいと思います。 

資料番号４の「１ 趣旨」にありますように，当委員会では今，広島県立図書館，それから広島県立歴史

民俗資料館，広島県立歴史博物館，それぞれの在り方につきまして検討を行っております。その契機となり

ましたのは，広島県立図書館におきましては，昨年12月26日に県庁内で行われました「事業仕分け」，それ

から，歴民・歴博という風に呼び慣らしております２つの博物館につきましては，平成18年度全庁を挙げて

行われました「事務事業総点検」，これらが契機となっております。 

まず，「２ 広島県立図書館」についてでございます。ただ今申し上げました事業仕分けの結果は，仕分

け人６名の全員一致で要改善ということになりました。そこに書いてありますように，市町立図書館との役

割の違いを踏まえ，司書の質を保ちながら，県立図書館らしさを発揮することを志向することというのが，

仕分け人の御意見でございました。 

次の「(2) 検討課題と対応方針」のところに，これに対する私どもの考え方を３点ばかり記載をしており

ます。１点目は，図書館活性化プロジェクトでございます。２月５日に当委員会に設けましたこのプロジェ

クトにおきまして，市町立図書館との役割の違いを意識しつつ，「県立図書館らしさ」を発揮する上での問

題点の把握と対応策の検討を行うこととしております。具体的には，(ｱ)の収集方針の見直しと，(ｲ)のレフ

ァレンス・サービスの充実・高度化，これらに先に取り組みまして，その後におきまして，(ｳ)にあります

とおり，そういった収集方針の見直し，あるいはレファレンス・サービスの充実・高度化といったことを含

めまして，広島県立図書館が「県立図書館らしさ」を発揮するためになすべき事柄について総まとめを行う

こととしたいと考えております。２点目は，司書の質の確保でございます。この４月中旬に，司書だけでは

なく，社会教育主事，学芸員，司書といった資格職全体をカバーする当委員会の内部の検討組織を立ち上げ

ておりまして，こうした資格職の取扱い，取扱いといいますのは，どのようにして採用あるいは確保するの

か，これをどのようにして育成をするのか，そういった方法論でございますが，そういったことにつきまし

て，検討をすでに行っております。３点目は，市町立図書館との協働でございます。２月18日に，県内の91

ございます公共図書館等が加入する組織である，広島県公共図書館協会に設けました検討組織におきまして，

広島県立図書館，それから市町立図書館，それぞれの役割の違いと協働の在り方について検討を行うことと

しております。「(3) スケジュール」に今申し上げました３点についての進め方を記載しております。表の

１番左，図書館活性化プロジェクトにつきましては，５月下旬に「収集方針の見直し」，「レファレンス・サ

ービスの充実・高度化」につきまして中間まとめを行いたいと考えております。９月中旬にその他の項目に

ついての改革内容を含みます最終まとめを行うこととしております。表の中央の司書の質の確保につきまし

ても同じですが，９月中旬に，司書の質の確保という問題も含む，資格職全体についての最終まとめを行う

こととしております。表の１番右の市町立図書館との協働につきましては，今申しましたような，この９月

中旬までにまとまるはずの，図書館活性化プロジェクト，司書の質の確保，これらの２つの最終まとめの内

容を，ただ今申し上げました広島県公共図書館協会のメンバーに説明をいたしまして，来年の１月下旬に方

針取りまとめ，具体的には市町立図書館側として私どもの取組みをどのように受け止めるか，というまとめ

方になろうかと思いますが，そういうことを行おうとしております。以上が県立図書館についてでございま

した。 



 

次に，「３ 広島県立歴史民俗資料館・広島県立歴史博物館」についてでございます。(1)を御覧ください。 

先ほど申し上げましたが，平成18年度に，全庁を挙げて取り組まれた「事務事業総点検」の結果，これら

の２つの県立文化施設につきましては，平成19・20の両年度に施設の活性化方策に取り組み，その取り組ん

だ経過に対して，有効性があるかどうかの検証を行って，その次に施設の在り方を決定することとされまし

た。当委員会では，目標数値の設定等を行って，活性化方策に取り組みまして，平成19・20両年度における

これら２つの施設の事業の成果を客観的に判断するために，外部有識者によります「広島県立歴史民俗資料

館及び歴史博物館評価委員会」を設置いたしまして，その事業の評価を実施いたしました。その結果は，「こ

れらを県立施設として維持する必要がある」というもので，歴民は三次，歴博は福山でございますが，「県

全域をどちらか１館で担うことは，２館の規模等からして困難であり，２館を有効に活用していくことが必

要である」との結論が得られたところでございます。先ほど申し上げましたように，これら２施設の有効性

の検証はなされた，ということでございますので，その次の段階は「施設の在り方を決定する」ということ

になるわけでございますが，私どもは当初その時期を，昨年度前半というふうに見込んでおりまして，昨年

度中に相当程度まで調査検討を行っておりました。しかしながら，諸般の事情によりまして，結果として，

本年度に持ち越しとなった，というものでございます。「(2) 検討課題と対応方針」に，現時点における私

どもの考え方を３点ばかり記載しております。１点目は，効率的な管理運営の方策でございます。 

施設ないし業務の統合を念頭に置きまして，昨年度における調査検討の内容を更に掘り下げることとして

おります。２点目は，人材の採用又は確保・育成でございます。先ほど広島県立図書館について申し上げま

したとおり，社会教育主事，学芸員，司書といった資格職全体をカバーする検討組織が既に作業中でござい

まして，その検討の成果を織り込むこととしております。３点目は，事業の充実でございます。 

これまで広島県博物館協議会という組織がございますが，そういうところの関係者から様々な指摘をこれ

まで受けております。そういった要改善事項について，１つでも多く改善できるよう，道筋を明らかにして

いくこととしております。「(3) スケジュール」に今申し上げました３点についての進め方を記載しており

ます。表の１番左，効率的な管理運営の方策につきましては，本年８月までに昨年度いたしました調査検討

の内容の更なる堀下げを行うこととしております。表の中央の人材の採用又は確保・育成につきましては，

先ほど広島県立図書館について申し上げましたとおり，この９月中旬に司書の質の確保を含め，最終まとめ

を行うこととしております。表の１番右の事業の充実につきましては，１年を通しまして，これまで指摘を

受けてきた様々な要改善事項について，道筋を明示する作業を行うこととしております。説明は以上でござ

います。 

有本会長：  この案件の趣旨について内田部長さんから御説明がありましたが，何か御意見，御質問等がございますか。 

安藤副会長： その他の社会教育施設，例えば県立美術館あたりは対象とはならないということなのですか。 

社会教育施設改革担当部長：県立美術館は昨年の４月から知事部局に移管がされたということがございまして，確かに博物館の１つで

はございますが，やはりその辺は限度がございまして，一応対象外にさせていただきました。 

有本会長：  他にございますか。 

城戸委員：  実はこの事業仕分けの時，私も聞いていたのですが，市町の図書館と県の図書館が同じ役割を持っていて

はいけないという指摘だったですよね。分けるべきだと。私はあの時，分けるべきというのはどうもおかし

いとは思ったのですが，おのずから市と県は,当然ある程度図書収集物は，違っていると思うんですよね。 

       なのに，ああいう指摘があって，それに対してあまり反論もなかった。ほとんど教育委員会としたら反論

されなかったように思うんですよ。あの指摘に答えて，我々はこう思うというのはなかったんですか。 

社会教育施設改革担当部長：私も事業仕分けの説明をさせていただきました。仕分け人の方々の批判をしてはいけないのですが，はっ

きり申しますと，城戸委員もあの時聞いていらっしゃったと思いますが，具体的に広島県立図書館に対して，

こういったいけない部分があるからこのようにしなさいという，そういう流れではございませんでした。私



 

どもは反論をするといいますか，聞かれたことに対しては必要な説明をいたしましたし，そのことについて

は，例えば指定管理者の導入ができないか，といったことなどを含めて，私たちがした説明については，仕

分け人の方々は理解をされたと思います。県立図書館らしさを発揮しろというのは，まとめが行われる，20

分の話が済み，これからまとめが行われる時に，突然出た話でございます。はっきり言いまして，反論のし

ようがなかったと。実はこの事業仕分けを受託をされた構想日本は，新政権が行いました事業仕分け以前に

も，数年に渡って，各市町を含めて，事業仕分けをやってきていらっしゃいますが，その時必ず図書館が対

象になってきております。市町立の図書館に対しては，指定管理者制度の導入がどうかということを言われ

てきていたと思いますが，都道府県立の図書館に対しては，私たちが言われたような，例えば広島市と同じ

ような，政令指定都市を抱えているような県に対して，どうも似たようなものを収集しているのではないか

と，県には県なりの役割があるのではないかということを，これまで指摘をされてきているものであります

から，他でそういったことも言ってきているから，あなたがたも同じようなことがあるのではないかという

言われ方でございます，正確に申しますと。しかし，そう言われてみますと，元々県立図書館と市町立図書

館には，機能の違いがあります。私たちは図書館の図書館です。あるいは全体のネットワークの中心部にあ

るべき図書館でございます。子細に見ていくと，やや広島市と似たようなものを集めていたり，やはり人に

来ていただきたいから，客寄せのために，市町立図書館と違わないことをしてみたり，というふうな気味は

ございましたので，そこら辺が果たして現時点でいいのかどうなのかということも含めて，見直すといいま

すか，足元を見つめ直す，ということを今はしているところでございます。 

城戸委員：  私は，その時思ったのですが，そんなことは事業仕分けでやられるべきものではない，と。少なくとも図

書館の機能については，自分たちがどうあるべきかを，中で議論するべきであって，人から言われるのであ

れば，もう少しきちんとした考え方が示されると思っていたのですが，ムードだけで終わってしまいました。

これは，事業仕分けの人が言う問題ではなくて，図書館の人たちの，それこそ学芸員や司書がきちんと方向

性を出す話なのに，何であんなことを言うのだろうと聞いていました。いずれにしても，私は，学芸員の人

たちのきちんとした考え方がないから，答えられなかったように感じました。だから,学芸員とか司書の人

たちの考え方をもう少し，きちんとまとめられる組織さえあれば，こういうことはなかったのではないかと，

私自身は感じたのです。いずれにしても，審議会にこういうものをかけなければならない問題かどうか，非

常に疑問に思いました。 

稲谷委員：  広島市は御存知のように，平成18年から13館，湯来町も含めて指定管理になりました。13館は一体的にな

って，多少やりやすくなったところもあるのですが，元々中央図書館が直営だったのが指定管理になって，

同じになったということでやりやすくなったこともあるんですが，その時に，指定管理を受けると，次期指

定管理のときに，民間が入ってくるかもわからないということで，かなり職員に強迫観念といいますか，今

まで，委員さんがおっしゃったように，図書館の中で割と安住していた気はないんですが，そういうことを

あまり職員同士でも話にはなっていたのですが，表面的には出なかったことを，仕様書を書かないといけな

いという期限もありますので，全員の職員にアンケートをして，今自分がどういうふうに図書館を，市立図

書館をどうしたいか，ということで全部アンケートを出して，200近く出ましたけど，それを，それこそま

た仕分けをして，今やれること，長期的，将来的に分けて，それを検討委員会で叩いていって，かなり職員

の意識が変革されました。そういうことをやると，職員の，というか図書館の中で，そういうことができる

ようになるのではないかと思いました。今はそれを基にして，今年度からまた２期目の指定管理が始まりま

した。ずっと広島市文化財団が非公募で指定管理を受けていますが，司書率が80数％で，事務職を除いて概

ね司書でやっております。ということで，職員の士気が上がると，意識改革ができるということで，かなり

改革できたように思います，３年かけてやりましたけど。 

城戸委員：  要するにこういう社会教育主事・学芸員・司書の人たちの意識改革が大事だということですよね，結果的



 

には。だから，どちらにしてもそこの意識改革をするために，国では指定管理者制度というのを打ち出して，

競争しなきゃいけないのよ，というのを言ったのですが，現実にそこの部分を指定管理に出したら，その指

定管理者の人たちに，そういう知識を持った人たちがいるとは限らないんですよ。そういう中で，指定管理

者の人たちと競争するといって，その意識改革を取り入れようとしてやったんだけど，いつの間にか民間か

ら出てきて，結局とってしまったが，どうも何をしていいかわからないという指定管理者が結構多いんです。 

だから，上手くいく所と，上手くいかない所が，かなりの差が出てきますので，その辺りのことを考えて，

どうやったらこういう問題をクリアできるかということを，もう１回よくよく考える必要があると思います。

何も簡単な方向に行く必要はないと思う。事業仕分けでも，指定管理者に出せという意見ありましたが，ど

ういうことを指定管理者に出さなければならないのか，何で指定管理者に出さなければならないのかという

ことが，きちんとクリアできるのだったら出さなくたっていいわけですから。私は，もう少し議論をきちん

としてもらいたかったと思います。あの辺の議論を仕分け人にやられると，こちょんとなってしまう，あれ

は役所としたら最悪だと思います。やっぱり私は，もう少し根本の議論をしてほしいなと思いました。 

有本会長：  ありがとうございました。なかなか，大学も同じだなと思って今聞いていました。国立大学らしくしな

さい，公立大学らしくしなさい，私立大学らしくしなさい，例えばそういう仕分けをされたときは，大学と

いうのは同じようなことをやっているわけだから，重複しているところもかなりある。だからやはり，どう

いう風に考えるかということを，考えていかないといけない。大学教員が，専門職として考えるのなら，そ

こをきちっと考えていかないといけない。だからこの問題は，非常に奥が深いかと思いますけれども，こう

いう御意見が出ましたので，引き続き，整理をしていただくというようなところで，この会議では終わらせ

ていただこうと思うのですが，よろしゅうございますか。 

（異議なし） 

それでは，御議論ありがとうございました。色々な問題が入っていますので，その整理をしていただくと

いうことでお願いします。 



 

その他 

 

有本会長：  時間が押しましたので，恐縮なのですが，次に，今後の審議の参考となりますように，現在行われており

ます，生涯学習・社会教育事業の具体的な事例について，いくつか事務局から御説明いただきたいと思いま

す。 

生涯学習課長：  それでは説明させていただきます。資料番号といたしましては，資料番号の５，資料番号の６－１，資

料番号の６－２でございますけれども，それとお手元の，机上に，こういったビニールに入っております資

料を用意させていただいております。ビニールに入っておりますリーフレットを見ていただくのが，資料番

号５の内容ですので，わかりやすいかと思います。御覧になっていただければと思います。 

家庭教育応援プロジェクト事業といたしまして，「『親の力』をまなびあう学習プログラム」を全県展開し

ております。このプログラムにつきましては，お手元のリーフレットを開いた中央を御覧いただければ，特

徴を示しております。目的は，「子育てに必要な知識や技術の習得ではなく，自分に必要な知識や技術につ

いて，親が「自ら気づき，学ぶことができる力」を高めていただく」ということで，専門の講師も養成いた

しまして，全市町の中で展開をさせていただいております。具体的にプログラムってどんなものなのかとい

うことで，ビニールの中に，大きいものが入っています。一番上に教材番号18というのがあろうかと思いま

す。教材番号18について御説明いたしますと，このプログラムは子育て後期の親を対象としたプログラムで

ございます。子育て後期の親対象のプログラムで，小学校，中学校のPTA研修会等において多く活用されて

いる，結構人気のあるプログラムでございます。参加者の方は，帰宅時間を守ることができなかった子ども

への親の対応を中心に，意見交流をしていただきながら，子どもとのコミュニケーションについて考えてい

くという流れになっております。これは講師が随時進めていくという参加型学習の手法で行っております。

こういったものが，24のプログラムといった形で，用意をしてあります。事業の成果といたしましては，先

ほどの小さいリーフレットの方にも少し書いておりますけれども，子育ての悩みの軽減でありますとか，自

分の子育てを振り返るいい機会になったでありますとか，というようなお声をいただいております。今後も

できるだけ広げていきたいと考えております。 

それから資料番号６－１，６－２につきましては，後ほど見ていただければありがたいのですが，「公民

館活動事例」について御紹介をさせていただいております。これは，優良公民館文部科学大臣表彰の受賞の

公民館を，２つほど出させていただいております。それぞれ，特徴ある活動をされておられる所でございま

すので，御時間がありましたら後ほど御覧いただければと思います。県内の他の公民館においても，同じよ

うな独自の取組を実施されて，非常に頑張っておられるということでございますので，紹介に代えさせてい

ただきます。以上でございます。 

有本会長：  ありがとうございました。それでは，今のところはよろしゅうございますね。その他に事務局から何かあ

りましたら，説明をお願いします。 

生涯学習課長： それでは御連絡をさせていただきたいと思います。今後の社会教育分科会の開催日程でございますが，第

２回分科会はスケジュールにありますように，７月下旬を予定しております。また日程調整をさせていただ

きたいと思いますので，よろしくお願いいたします。それから，資料番号７につけておりますが，もう既に，

皆様には御案内させていただいておりますが，６月１日に広島県社会教育委員研修会を，安芸府中生涯学習

センターくすのきプラザにおいて開催することとしております。御時間がありましたら，御参加いただけれ

ばと思いますので，よろしくお願いいたします。以上でございます。 

有本会長： 何か御質問ありますでしょうか。 

（な し） 

 



 

研修会につきましては，本年から今までと違う形態で行いますので，是非御参加いただきたいと思います。

よろしくお願いします。以上で，全ての予定の議事が終了いたしました。委員の皆様には，議事進行への御

協力をいただきましてありがとうございました。色々な御意見が出ましたので，変更してあと１時間ぐらい

あればいいかなと思いましたけれども，それもかないません。フラストレーションをお溜めになられた委員

の方もおられるかと思いますけれども。それでは，事務局におかれましては，本日の御意見等を参考にして

いただきまして，検討を進めていただきたいと思います。本日は，どうもありがとうございました。 


