
令和元年度第１回奈良県社会教育委員会議 議事概要

日時：令和元年11月6日（水）10:00～11:45

場所：奈良県庁 東棟２階 教育委員室

【案件】 （１）奈良県教育委員会における社会教育関連事業について

（２）第２期奈良県教育振興大綱について

【案件】（１）奈良県教育委員会における社会教育関連事業について

○ ３期目の「社会教育実践講座」だが、講座を受講した影響を受けて、受講者の従

来の活動に変化が出てきた例や具体的な動きはあるか。

○ ［事務局］

社会教育実践講座を受講して、自分がもっていなかったアイデアや考え方を得る

ことができ、現在の所属先の事業計画や活動につなげていく整理や見直しができた

という声をいただいている。

第２期のフォローアップ研修に第１期生で可能な方に参加していただき、講座を

受講して「法的根拠がわかった部分があり、実際自分が何に基づいて動いたら良い

かわかった」や、「地域の方や人材、キーパーソンを大事にしていかなければなら

ないことに気づいて、現在がんばっています」などの感想を第２期生に伝えていた

だいた。２年連続受講している受講者もいて、より深く学ばれている。

受講者が講座受講後にどのような活動をされているか、発表の場などももてたら

良いと思う。

講座の中では事業計画案を作成する研修をしており、第２期生の１人に社会教育

実践講座で計画した講座の予算を自分でとり、今年度実際に実践しているケースが

ある。

その内容は公民館に若い人たちを呼ぼうというもので、「浴衣の着付け教室」を

発案された。着付けと共に講師に美容師を迎え、髪の毛をアレンジするという講座

を開催されている。公民館の来館者は年配の方が多いので、若い人を呼びたいとい

うことから今年実施されている。

この講座は、「地域課題の解決を目指すモデル公民館等プロジェクト事業」とし

て奈良県公民館連絡協議会と連携しながら進めており、年度末には研究発表を行い、

県内の公民館関係者等にその実践内容を発信する予定である。

○ 色々とすごく豊かなことをされているが、受講者が１８人というのが残念である。

複数の職員がいて出られる状況にある自治体なのか、本当に１人で困ってどうして

良いかわからないという所の方が参加されているのか、その状況を伺いたい。

○ ［事務局］

所属の事業が重なって４回の連続講座のうち２回、３回欠席という受講者もおり、

２年目も受講していただいた方もいる。



ＮＯ．２

各市町村において、特に村になるとなかなか出にくい状況なので、講座の参加に

積極的な思いをもっていただいているが、やむを得ず欠席になる場合がある。

実際に村の教育委員会では教育長と事務職員の３人という所があり、市町村によ

って状況はバラバラである。出張も調整して来られるが、「話を聞けてありがたい」

という村の方の声もある。

○ ［事務局］

基本的には社会教育主事がいない市町村を対象に力をつけられるようにしたり、

連携できるようにしていければ良いではないか。

社会教育主事講習は、大学へ１ヶ月程度行く講習なので、なかなか市町村によっ

ては受講できず、主事を置けないという状況がある。

できる限り参加していただくように、社会教育主事が配置できない状況の所には

強く働きかけをしていく。

○ 最近ネット配信で講義などを聴けるようになっているので、こういう講座もその

ような形にして、参加できない所や小さい所でも自分の時間で見ることができるよ

うにするのはどうか。

○ 大学の授業をビデオで撮ってインターネットを通じて無償で学生以外にもオープ

ンにするというOCW（Open course ware）がアメリカから入ってきて、大学では少

しずつは進んでいる。なかなか難しいが、少しエッセンスだけでもメディアで伝え

られるようになると良いのかもしれない。

○ ［事務局］

映像を撮るということは県立教育研究所ならできる。大学の講師の先生に了解を

得て、そういったこともできると思うので、また検討していきたいと思う。

○ 社会教育実践講座の対象は必ずしも行政職員に限定したものではなくて、それぞ

れの地域で社会教育に関わっている人というように間口は広げているので、パート

ナーシップ事業のコーディネーターも参加されている。

○ ［事務局］

この講座はもともと受講者数を２０人で想定している。受講者が９人、１４人は

もったいないと思うのでしっかり働きかけをしていく。

○ 突然教育委員会の社会教育課に配属されて初めて社会教育の現場に立ち、すぐに

事業運営を引き継いでやらなければいけないという方々が、非常に戸惑われている

というところから、連携して仲間を増やしていこうという意図もあった。そういう

意味ではこの講座を１回目に修了された方がまた来られていて、人のつながりは少

しずつできていると思う。



ＮＯ．３

社会教育実践講座はまだまだ改良の余地はあると思うので、事務局と相談しなが

ら進め、より多くの人に関わっていただいて画期的な動きがあちこちから出てくる

ようになると良い。

○ スポーツを切り口とする部分で言うと、もうすでに受け皿、プラットフォームは

できている。総合型地域スポーツクラブ（以下「総合型クラブ」）である。

これは県内全ての市町村にできていて、今約６０あると聞いている。これからま

だこれをブラッシュアップしていき、国では認証制度の整備を進めている。これか

らは信頼のおけるクラブが生き残っていき、県がそれを認証していく。その認証し

たクラブに対して支援をしていくので、クラブはたくさんできたが維持するのに汲

々としているクラブもあれば、しっかりと活動しているクラブもある。そのあたり

を県できちんと認証していくことも行われている。

これはもうすでにネットワークができている。県のスポーツ振興課にこの総合型

クラブの連絡協議会ができており、交流する場や研修する場もある。そういった組

織が子どもの居場所づくりや高齢者のコミュニティづくりに非常に役に立つので、

生駒市体育協会においても総合型クラブをしている。

皆さんはスポーツをしに来られるが、おしゃべりしたり、カフェコーナーも作っ

ているのでそこでコーヒーを飲みながら終わってもなかなか帰らないといった光景

がけっこう見られる。そこが一つの社交の場にもなっていて、これがうまく機能す

れば全県的に役に立つ組織だと思う。

また今後は、学校運動部活動の支援も必要である。学校の部活動にない種目をや

りたい場合、どこでそれができるのか。その受け皿として総合型クラブがある。

ただ総合型クラブというのは、自分の楽しむ分は代価を払ってもらう思想で運営

していくクラブなので、その部分がこれからの一つのネックにはなるが、受け皿と

しては非常に小回りもきき、指導者も有資格者を抱えているクラブがたくさんある

ので、そういった部分で部活動の支援も十分できるのではないか。ぜひ総合型クラ

ブの連絡協議会と連携していただきたい。何ができるのかということをこれから模

索していただいたら、一つの形が見えてくるのではないかと思う。

認証制度はまだ始まっていないが、日本スポーツ協会からおりてきており、来年、

再来年あたりからするように聞いているので、そういった状況になって動くのが良

いと思うが、それまでに色々と情報交換をしたら、有効に使っていただくことがで

きる。せっかくあるので全県的にそういった組織を使っていただきたい。

○ 学校の部活でも要請があれば支援に行くということだが、例えば、公民館の活動

の中で運動を定期的にしようという時にも、講師を派遣できるのか。

○ 派遣したり、あるいはその教室に参加していただいたり、柔軟に対応はできると

思う。
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○ 元気で長生きしなければいけないので総運動が大切で、やっているところはもち

ろんあるが、もっと積極的に公民館でもそういうことができると良い。

○ 総合型クラブはスポーツクラブとは言うが、スポーツに限ったわけではない。カ

ルチャースクールをやっても良い。コミュニティをつくるのが最終的な目標のクラ

ブである。色々なことが自由に制約なしでできるので、そういう所と連携していた

だいたら幅広く色々な所に対応できると思う。

○ スポーツ基本法という法律ができて、その冒頭ではスポーツをする人を増やして

健康維持にということだが、今スポーツはするだけではなくて、見るスポーツや支

えるという視点でスポーツに関わっていこうというのが主流である。

今年のラグビーワールドカップ、来年がオリンピック、その次がワールドマスタ

ーズと世界大会が続くので、スポーツを見るところから入って、ちょっと体を動か

してみようなど、スポーツを娯楽の一つに加えて社会教育につなげていくというは

可能性があるのではないかと思う。

○ 民間のスイミングやフィットネスクラブなど今すごくできているが、そういった

所と先程言われた所の関係というのは何かあるのか。

○ 総合型クラブは地域に根ざしたクラブなので、棲み分けをしていると思う。

例えば、運営委員に地域の方々が参画しておられる。自分たちのニーズをそこで

反映していくという組織なので、ビジネスベースのフィットネスクラブとは一線を

画しているが、「講師に来てください」とか、「フィットネスクラブの良い所を総

合型クラブでやってください」といったことはやっていると思う。ただ、ちょっと

意味合いは違う。

施設は学校の施設を使うことが多い。また、指定管理を受けている体育協会で、

受託している施設で行っているところもある。

○ 資料にあがっている事業は、基本的には学校を柱にしながらというものが多いと

思う。例えば、野外活動センターといった所も生涯学習や社会教育の範疇にはなる

と思うが、管轄課が違うから資料には確認する事項にあがってこないということか。

○ ［事務局］

当課の事業ということで、紹介させていただいている。

○ 社会教育は色々な所にまたがっている。ここは人権・地域教育課だが必ずしも教

育委員会だけでやっているわけではないところがある。そのあたり難しいところが

あり、もう少し県内全体の生涯学習という視点からすると、これも広くはスポーツ

とか、学習に関わって施設があったり色々な事業を展開しているということがある

が、なかなかそれを集約しにくいところがある。
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○ ４ページの資料を見ると学校数や箇所数が増えていて頑張っておられるなと思っ

た。数が増えることによって予算が評価されているのか、もともと決められた予算

の中でできるだけ多く頑張り、少なかったところが上がってきているのか。予算の

サポートがどうなっているのかについてと、「県内大学生による学習等支援事業」

においてのみ市町村の数が減っている形になっているので、説明をお願いしたい。

○ ［事務局］

４ページの「奈良県学校・地域パートナーシップ」、「県立学校による地域との

協働推進事業」、「ならの教育応援隊」については、国の補助金を活用しており、

国が１/３、県が１/３補助して、市町村で１/３負担する形になっているので、県

としては市町村が希望する額をできるだけ確保するように国に申請して、予算を確

保している形にしている。

県立学校については直轄になるので、事業をする所に対しては積算して申請をす

る形をとっている。

「県内大学生による学習等支援事業」は２年間というしばりをつけている。この

事業は平成２９年度から始まり、平成２９年度と平成３０年度に続けて２年で終わ

った所は次年は外れており、市町村数が減っているということになる。実際辞めて

しまうのではなく、市町村と大学の関係ができると、市町村教育委員会が「こうい

うことをして欲しい」とか、「こういう時期に、こういう教科を教えてくれる人、

こういう遊びをしてくれる人が欲しい」ということを、直接大学とやりとりするこ

とができるようになっているので、単に事業が終わったというのではなく、県とし

て市町村と大学をつなぐということができた結果、市町村の数が減っているという

発展的解消になっている。

○ 資料内に「主体的に企画・立案し参画する取組を推進する」ということも書いて

あるが、大人の働く姿や大学生だとお兄ちゃんやお姉ちゃんから教わるので、そう

いう人からの影響を受けて、この活動を通して子どもたちがこのように変わってい

った、こういう状況になったとか、例えばいじめが減ったなど色々なこともあると

思うが、具体的なものはあるか。

○ ［事務局］

へき地の町村だと高校生になったら自分の家から出てしまって、モデルになるお

兄ちゃんやお姉ちゃん的な人が周りにいない現状があり、近所の人も高校生になっ

たらいなくなってしまう。

大学生の派遣事業については、自分がモデルとする人が周りにいない中、夏休み

などに大学生がやって来て、身近に触れ合うことができる。身近に大学生がいる状

況といない状況では、モデルになるならないということがあるので、そういう人と

触れ合うことで、意識が変わっていくことがあると聞いている。

ただ、子どもたちが大学になったら出て行ってしまうこともあるかと思うが、ま

たその子たちが地域に戻ってきて、モデルになっていくということも必要だと思う。
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○ 育ちの中で結果が出なくても、何かできっと子どもたちには残るのだろうと思う。

○ 「ならの教育応援隊」の説明文に、「こどもの学びのネットワークを拡大し」と

書いてあり、事業を見ると名乗り上げた企業が「こういう社会科見学ができます。

教えてあげられますよ」ということを提供して、学校がそれを選んでやらせてもら

うと理解した。今まで学校しかなかったのが企業とつながるというところでは、ネ

ットワーク、つながりが一つ増えると感じ取ったが、線になっていると思う。

ネットワークといえば、学校間を超えてその色々な企業同士がつながりあったり

するイメージがあるが、実際はどうなのか。

そもそも線のつながりではなくネットワークを想定していたとしたら、子どもの

為に提供している企業同士がネットワークとしてつながったり、ネットワークとし

てつながっていくことによって何を目指そうとしているのか、県で企画した段階で

もっていた構想があれば教えてほしい。

○ ［事務局］

横のつながりとなると、年に１回ブースを出していただく時に、隣り合う所でこ

ういう企業も参加しているんだなという感じである。

県の役割としては、大学生の事業にしてもこういった事業にしても、社会教育課

に初めて来たり、なかなか状況がわからない中で、そういうマッチングをできるだ

け広く提供していきたい。

県ではまず研修会を開催して３００人程度の学校の先生に来ていただき、そこで

一つの研修を実施している。その間にブース展示をしていて、３０社程度の企業が

「自分のところはこのような出前授業をやっています」、「社会見学もやっていま

す」ということを啓発、説明していただいている。先生方はそのブースを見て回り、

実際に「それだったらうちの学校でも使ってみようか」となる。

大学生の学習支援でも、そういうマッチングは市町村ではなかなか難しい。どう

したら先生方が大学とつながることができるか、つながりがないところを県がマッ

チングをしていく。

先程その成果という話もあったが、全ての過疎町村ではないが、この事業を２年

間することで、３年目以降に自主的につながってやっていこうという所もけっこう

ある。２年間やったことが地元の町村にとって、子どもたちの役に立つ。数字には

表れにくいが、自ら大学とつながってやっていこうということが、一つの成果と思

っている。

応援隊事業についても、これで知ったことをきっかけに学校で取り入れたという

話は聞くので、県が展示を３０何団体も集めて提供していくことが、一つのネット

ワークということである。

その企業同士の色々なつながりをもってやれば、もっと効率的にできるのではな

いかというご指摘もあろうかと思うので、そのあたりは参考にさせていただきたい

と思う。
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○ 学校と社会がよりつながっていくことが、現在大きなテーマになっている。冒頭

にもあったように、学校としては「社会に開かれた教育課程」が今後ずっと進めら

れていくことを受け止めて、どのように工夫していくかということが大きな課題に

なっている中、現状を知っていただきたい。

小学校でも社会とつながる為に、身近な地域の探検隊をしたり、職場、仕事に出

向き、そこで地域のおじさんやおばさん、企業の方と話してそれを学校に持ち帰っ

て整理するということもやっている。

中学校ではそれにキャリア教育を結び付けて職場体験をしている学校が多く、そ

れをしなくてもゲストティーチャーを招いたり、色々な所で社会の方々から学ぶと

いうことがここ何年間かでかなり進んできているのが現状である。

県の方も推進していただいているので、もう少し進めていくには力を借りて、今

進めている地域・パートナーシップ事業や、そういうところで今後さらに進化して

いかなければならないというのが、現在の学校現場の様子である。

それに加えてもう１点は部活動に関わることである。部活動については、部活動

の在り方の方針というものが昨年度出され、それを基に各市町村や各学校で、この

ように中学校はしていきましょうということが示されている。

その中では、原則として休養日を週２日とるというのを基本としている。また時

間についも、平日２時間あるいは休業日は３時間程度というように、部活動に関し

てもより良い部活動の在り方ということで今進めているところである。

そこで今の部活動の現状としては、担当している先生に専門的な先生がほとんど

いないというのが現実で、先程言われたような所とどんどん連携していければ、も

っとより良いものになるとも思う。

部活動に関しても、学校教育もやはり社会全体の動きとマッチして、できるだけ

つながっていくということを模索しているような現状だということを知っていただ

き、またご協力いただければと思う。

○ 先程学校関係の事業が多いという話もあったが、学校と社会教育をつないで連携

していき、学校を核とした地域づくりというのが、文科省の大きな方針の一つにも

なっている。

ただ、学校と関わらないところの社会教育というのも現にあるので、そういうと

ころへの目配りも必要であると思う。

仕組みをつくるという次がやはり人。仕組みを動かしていくのは人で、そういっ

た意味では、人とのつながりや社会教育の人材養成というところが結局大事になっ

てくる。そのあたりも社会教育実践講座で、職員の人のつながりをつくっていこう

という形で今進んでいる。
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【案件】（２）第２期奈良県教育振興大綱について

○ それぞれの立場から、奈良県の教育をどのような方向でこれから５年間進めてい

くのか、その中の社会教育・生涯学習のところでどのようなものを盛り込めるだろ

うかというご意見をいただきたい。

「第２期奈良県教育振興大綱」ができると、これが教育委員会事業をこれから行

っていくための一つの指針になっていくということである。

○ 「社会教育」と「生涯学習」となっているが、「社会教育」と「生涯学習」はど

のように理解をしたら良いか。

○ ［事務局］

「社会教育」と「生涯学習」だが、「教育」というのは誰かから誰かに教えても

らうという、教える教えられるという形が「教育」となる。「学習」というのは、

自分で学ぶということがあるので、自分で勉強するか教えてもらうかというように

理解をしている。

○ 日本は教育基本法があり、学校教育法と社会教育法という法律があるので、組織

的な教育はこの２つの法律で動いている。

行政的にいうと、社会教育という形で予算が下りてきたものは社会教育という位

置づけになってくるが、これは教育施策として行政がその人々の学習を推進する為

に、どのような手立てをうつのかという視点の教育を社会教育という。それを整備

していかなければならない。人々が色々なところで学習できるようにする為に、教

育的に配慮していく、高めていくという行為は社会教育ということで、これに社会

教育という予算がつく形になっている。

ただ、住民、市民目線からいうと学習の機会というのは様々にあり、社会教育施

策として行政が行っている学習機会以外のところにも、たくさん学習の機会がある。

先程言われたスポーツのことも、県のスポーツ振興課は社会教育としてしている

わけではないが、スポーツの機会を増やすことをされている。そのような施設や機

会を利用して県民の方々が学ぶことは生涯学習になる。公民館で学ぶことも生涯学

習である。

教育的に何かを配慮して施策を運営していくというのは社会教育という言い方を

して、県民目線からすると、その中の一つとして特に教育的な配慮が行き届いて行

われている学習機会というのは、社会教育施策である。そうではないところにもた

くさん学習はあり、全く行政が関わらないところの生涯学習もある。民間の学習機

会もあるということである。

○ ［事務局］

行政でも生涯学習課は教育委員会で所掌していて、その中で社会教育を担当して

いるという時代があった。

生涯学習というのは学ぶ人が主体となるので、知事部局へ生涯学習課がいき、今
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は青少年・社会活動推進課となっている。そこで読書活動を所掌していたが、読書

活動は読書をする主体の子どもに任せておくとなかなか進んでいかないところがあ

るので、今年度から読書活動は学校教育課へもってきた。

生涯学習と社会教育というのは行政的にもなかなか難しい関係だが、主体を学ぶ

人に任せてしまうのか、法律のある社会教育という教育をするという視点でするの

か、教育委員会は社会教育を担当している。

○ 生涯学習は民間も色々な生涯学習の事業があるので、それを利用したら色々な学

習ができるが、やはり長年取り組んできた社会教育が教育的な配慮によって学習を

促進するノウハウをもっていると思う。

読書活動でもただ任せておくのではなくて、そこに教育的配慮をもう少し加えて

いく時には、社会教育がコミットした方がより学習が推進されると思う。

○ 社会教育施設で図書館や公民館、博物館、色々あると思うが、若い子たちが行く

場所がない。大阪まで行くとどうしてもお金がかかるので、友達と遊ぶといったら

近くのスーパーマーケットに行く。

本当に子どもの居場所がなくて、統廃合で空いている学校が今いっぱいあると思

うので、そういうものをもっと社会教育の居場所のような形で利用できることを考

えてもらえたら良いと思う。

○ だんだんと日本社会は人口減少していき高齢化していくので、ともすると社会教

育というと高齢者の生きがいや高齢者の人たちがより良く生きていく為に、どのよ

うに配慮していったら良いのかというところも重要で、そこに視点がいきがちだが、

実は若い層の人たちが社会教育やこのような学習の場に来てくれると、そこで高齢

者の方と交流するような施策は非常に重要だと思う。その一つにスポーツなどは、

高齢者と若い人がつながるとっかかりにもなると思う。

先程例としてあったが、公民館も若い人がなかなか来てくれないところがあり、

夏祭りに浴衣を着て行きましょう、髪飾りをしましょうといって若い層をねらって

公民館の事業を展開しているところもある。

○ 本校の生徒たちは高齢者の家庭訪問を企画し、最初は地域の高齢の方々の話相手

になろうと思って行っていたが、逆に色々なことを教えてもらって生徒たちが学ん

でいった。時には地域の高齢の方を学校に呼んで話をしてもらった。

ただ頻繁に近所に出かけて行くということはできないので、何か良い方法はない

かとなり、それならシニアの方々が公民館に集まる機会があるので、そこへ来て一

緒におしゃべりやゲームをしないかと地域の人たちから発案してもらった。子ども

たちも喜んで、本校近くの公民館で行われるシニアの方々の月例会に時々参加して

いる。

今なかなか公民館にも若い人が集まらないということがあるが、本校の教育課程

に地域創生コースをもっているので、その生徒たちが最初は課題研究という形でス
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タートした。先輩から後輩へこんなことをしたらおもしろいよと引き継がれていき、

今そのような形で発展し広がっているところがある。

やはり中学生や高校生は色々なアイデアも行動力ももっているので、そういった

ところがこれからの開かれた教育課程の中で取り入れていけたら良いのではないの

かと思う。

○ 先程の議論の中であった、県立学校による地域との協働「主体的に企画・立案す

る」こと。高校生が主体的にこのような社会教育の事業を企画・立案していくとい

うところが重要である。

教育と学習を分けた時に、教育というとどうしても教えられるお客さんにしてし

まうイメージがあるがそうではなくて、公民館を利用する時も高校生が主体的にそ

こに関わり、高校生がお客さんとして来るのではなく、事業に積極的に関わってい

くというような関わり方が広がっていくと非常に良いと思う。

社会教育というのは、そういう事を進めていくこと。お客さんとしての若い人を

集めるだけではなくて、主体的に教育活動や学習活動を展開していくことに関わっ

ていく人たちをどうつくっていくのか。そういう視点の社会教育が求められている

と思う。

○ 「２.教育課題に応じた教育 ⑥特別なニーズ対応」（資料６ページ～「第２期奈

良県教育振興大綱（素案）令和元年７月９日開催令和元年度第１回奈良県総合教育

会議資料より」）の取組例「日本語指導ができる人材ニーズの把握と人材確保」に

ついて、日本語が話せない子どもたちは授業もおもしろくない、授業にもついてい

きにくい、集中ができないということになる。こういう時に公民館の学習で華道や

囲碁、将棋をする人たちに、「日本語がよくわからない子どもたちがいます。本を

読んでくれる人はいませんか。紙芝居をしてくれる人はいませんか。一緒に囲碁で

楽しみませんか」とマッチングさせることによって、日常の日本語が生活の中で子

どもにうつっていく。お年寄りは自己満足というより、子どもたちに何か協力でき

たという幸せ感などが得られて、両方にすごく良い影響があると思う。

教育と生涯教育というと教育を提供されているだけのようになるが、今リカレン

ト教育などを目指して生涯にわたり学ぶという教育になっており、学ぶことで自己

満足よりもそれで誰かに役に立ったということがお年寄りはすごく嬉しい。誰かの

役に立ちたいお年寄りももちろんたくさんいて、子どもたちと触れあえて両方がハ

ッピーになり、それが公民館でできるかもしれないと思う。

○ 「教育振興大綱」の「１．ライフステージに応じた教育 ⑤社会教育・生涯学習」

の施策「生涯にわたる学びの推進」の中で、高校生、中学生に限らず、０歳児から

高齢者まで生涯にわたって地域に学びの場、居場所があるということが大事だと思

う。

今まで公民館に行ったことがない子どもが、中学生になっていきなり公民館に行

く機会はなかなかないと思う。子育て支援の事業もしているので、ワンオペ育児と
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いう言葉もあるが、一人でしんどい思いをして子育てしているお母さんたちが公民

館へ行き、地域の中で仲間を見つけて共に学び合い、子どもも一緒に公民館に行く

中で、子どもにとって身近な公民館となる。

公民館では子ども対象の事業もたくさんしているので、そういうところで育った

子どもたちが、中学生、高校生になっても、学校以外の学ぶ場として、居場所の一

つとして公民館というものが自然に根付いていき、生活の一部になるように、息の

長い取組だが、それが県民の皆さんの生涯にわたる学びの推進というところにつな

がっていくと思う。

１１月１６日、１７日に、「子ども奈良ＣＩＴＹ」という子どもだけのまちをつ

くろうという事業をする。これはドイツのミニ・ミュンヘンをモデルとした事業で、

去年から実施している。子どもだけのまちを大人がつくって子どもたちを招くので

はなく、中心になっているのは高校生、大学生で、定例会といって週に２日公民館

に集まり、子どもたちのまちをどのようにつくっていくか議論を重ねてくれている。

当日は小学生がまちのリーダーとなり、レストランやラジオ局、市役所など、ま

ちの色々な仕事を子どもたちがつくる。当日参加の３００人くらいの子どもたちを

実際に雇用して働いてもらい、給料を払う。キッザニアのような職業体験ではなく、

子どもだけのまちを自分たちでつくっていく。自分たちは子どもではあるけれど社

会の一員、市民なんだということを実体験をもってわかってもらおうという取組を

高校生が進めている。

去年から実施したが、高校生たちがこんなにも一生懸命この事業に取り組んでく

れるとは思っていなかった。本当にすごく力があって、ラインや色々な機器を使い

こなし、素晴らしいネットワークでどんどんメンバーを増やして頑張ってくれてい

る。そういう体験をしてくれる子どもたちがたくさん増えていくこと、それを公民

館が支援していくことができるということは、これから先、生涯にわたる学びの推

進の中でも、一つの大きなキーポイントになると思っている。

「教育振興大綱」では、社会教育の部分がすごく少ないと思う。この一部分だけ

ではなくて、就学前教育など色々なところで社会教育ができることは多い。色々な

ところでその存在感をアピールできたらと思う。

本日の資料は現行の「奈良県教育振興大綱」なので、報告で「人づくり・つなが

りづくり・地域づくり」と聞いたが、「第２期奈良県教育振興大綱」にどのような

形で出ていくのかという具体的な素案を見せていただき、意見を言えたら良いと思

う。パブリックコメントで、社会教育委員も自主的に意見を言っていくという感じ

になるのか。

社会教育委員の役割の一つに、「社会教育に関する諸計画を立案すること」、「定時又

は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること」がある。

「教育振興大綱」はまさに県の教育の計画だと思うので、そこに社会教育委員として「こう

いう計画を入れてほしい」ということが提案できたらと思う。

○ タイミング的にはこの後すぐに総合教育会議があるので、前回の総合教育会議の

資料までが本日の資料になっている。今後オープンにされていったところで、社会
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教育委員としてぜひこれを読んでいただき、ご意見をいただけたらと思う。

○ ８ページの「⑬教育環境の整備」の施策「安心・安全な教育環境の整備推進」に

ついて、ＩＣＴともからみ教職員の負担軽減にもつながる熱中症対策について情報

をお伝えする。

学校の空調についてはかなり進んだ。ただ体育の授業や運動部活動、学校行事で

遠足等に出かける場合などについては、過酷な環境の中で活動をしなければならな

い。今求められているのは、指導者が子どもの状況を知って判断し、給水や休憩で

あったり指導の内容を考えるということだが、子どもの状況を見て熱中症で危ない

という判断はドクターでもなかなか難しい。では実際にどうすれば良いか。

生駒市で２０１６年に部活動中に熱中症で亡くなる事故があった。生駒の体育協

会でなんとかならないかと思っている時に、熱中症を感知できるウエアがあった。

これがもう実用段階に入っており、こういったものを活用して、子ども自身が自分

の体調に関する意識を向上させることが一番大事だと思う。こういう状況になった

ら水を飲まないといけないとか、先生に「休憩にさせてください」と言わないとい

けないなど、そういった子どもを育てるのがメインだが、顧問の先生方が必ずしも

その道のプロではないという中で、どうやって子どもの安全を守っていくのか。先

生はこういったものがあれば、端末でこの子は今ここまでの状況にきているので活

動を止めないといけないとか、この子には給水してあげないといけないといったこ

とがかなり正確にできるようになった。

今年生駒市において、事故があった中学校でこのモデル授業をしている。今はメ

ーカーが全面的なサポートをしているが、来年に向けて生駒市全体の約２，０００

人の部活動の生徒たちに使用してほしいということで、行政と交渉していこうと思

っている。それほど無理のない価格でこれが使えるが、これからどんどん広まって

いけば価格も下がっていく。この夏実際に、熱中症の手前で止めることができたと

いう報告もいただいている。

こういったものがあるということをぜひ知っていただき、子どもの命を守ること

の一つに考えていただけたら良いのではないかと思う。

スポーツだけに限らず、子どもたちの安心安全な生活環境の為、また当然これは

高齢者にとっても有益なものなので、今後広まっていけば非常に有益なツールであ

ると考えている。

○ 安心安全が基本なので、そういうところになんとか予算がさけたら良いと思う。

社会教育でも野外活動をするので、だんだんそういうところで導入していくような

方向になっていくのだろうと思う。昔も外で遊んでいたと言うが、今の気候はちょ

っと違ってきているので、その対応というのはこれから必要になっていくと思う。

○ 熱中症については、あれだけ言われているのに親もよくわかっていない。夏休み

はずっと家にいたりスポーツをやらないまでも熱中症になるので、親にはしつこい

ほど注意喚起が必要だと思う。



ＮＯ．１３

先日テレビで、近視について東京都内の小中学生１４００人を対象に調べたとこ

ろ、全体の９割近くが近視で、特に中学生の１割程度が将来失明につながる病気を

発症する危険性が高まる強度近視であることがわかったというニュースがあった。

世界各地で近視になる人を減らす為の対策が進められており、最近の研究では、１

日２時間屋外で活動し、十分な量の光を浴びることで近視の発症を抑えられること

がわかってきている。一方で日本では調査を行っている段階で、文部科学省は「調

査の結果を得て来年度には対策を決め、各家庭や学校に周知するなど緊急に進めて

いきたい」とコメントしていた。

パソコンやゲームになると、どうしても屋内で遊んで外の光を浴びなくなるので、

子どもは２時間以上外で遊びましょうというようなことを徹底しないといけない。

それをわからない親はそういうことに一切関心がないので、大きな問題になる。貴

重な人材が将来生きづらい状況になるので、そういうことも注意喚起していただけ

たらと思う。

○ 「教育振興大綱」の「⑧人権教育」の取組例「情報モラル、ＳＮＳの危険性等を

理解させる取組」について、学校でも子どもたちはラインのグループやいじめにつ

いて色々な説明を受けているが、いじめは出てくる。その中で子どもの逃げ場とい

うことで公民館などの利用や色々な施設もあり、スクールカウンセラーももちろん

配属されているが、自分の家の身近に逃げ場というか、ちょっと気持ちが落ち着け

る所の関係性をつくっていただけたら良いと思う。

「⑩人材育成」の取組例「コミュニティ・スクールの実施推進」について、多く

のコミュニティ・スクールの活動を見させてもらい、素晴らしいことをされている

と思ったが、県立高校の場合はコミュニティ・スクールになっていなくても、色々

な地域との取組をしているのは確かである。

中高一貫校では、高校生が中学校、小学校へ体力測定の手伝いに行くのもやはり

コミュニティの一つだと思うし、地域のお祭りに若い人がいないということで、担

ぎ手になって神輿を担ぎに行く事業もしている。コミュニティ・スクールではなく

公民館には入らないが、地域の方々との活動もやっているので、そういうところで

支援やアドバイスをしていただけたらありがたい。

○ 色々な角度からたくさんのご意見をいただけたと思うので、事務局でこれを参考

に担当区分に書き加えていただけたらと思う。

○ 「教育振興大綱」については、教育の捉え方がちょっと狭いという感じがした。

「育ちをどう支えていくのか」といった視点で、学校と家庭と放課後の時間をどう

保障していくのかということは重要な点ではないかと思う。

最近言われているのが、就学前教育に関しては小学校の準備のために存在してい

るようになっている施策が増えてきていて、じっと話を聞ける子を育てるというよ

うになっている。それはそれで集中力をつけることは大事だが、基本的にはおおい

に好きなことに没頭して遊び尽くすということをすれば、集中力がつくという研究
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結果などもある。

乳幼児については、乳幼児として今を楽しく生き生きと充実させることができる

環境を、どうつくってあげるかということが盛り込まれると良いと思う。

狭い教育ではない部分で言うと、余暇や文化の部分も整い育つことが人を育てる

という部分もあるので、学力などの学びだけではなく、そこは何かしらしてもらい

たい。

日を浴びるということも先程出ていたが、環境が変わってきていることと不審者

対策のようなことの兼ね合いによって、ますます外で自由に遊ぶことができない世

の中になっていることは課題だと思う。自由に安心して安全も確保されながら、監

視、管理されるわけではなく子どもたちが自由に遊ぶという、まさに育ちの場の保

障だと思うが、そこをどのように保障するのかということは、教育施策としてもあ

げていく時代になっていると思う。

また、参画という点では外遊びなどももちろんだが、自分たちで物事を考えて作

っていくという遊びであったり、あるいは教育施策やまちづくりなどにどのように

入っていくのかということで、市民を育てることも必要だと思う。

８ページの「⑫働き方改革」の施策「教職員の資質向上」について、働き方改革

に必要な技術を身に付けるという資質向上ももちろんあると思うが、もう一方で教

育の質を改善していくという面での教職員の資質向上に、しっかり予算をとること

も必要だと思う。

○ 前半部分で公民館の話もあったが、逃げ場としての公民館や居場所としての公民

館と色々と言われている。生涯学習はどこでも学習できると言えばそうだが、「場」

というのは大切で、今公民館もどんどん利用者が限られて、限定された人しか使っ

ていないのではないかということもあるが、その「場」があるということから、も

う少し可能性として色々な人がそこを使えるようにできるのではないか。これがも

う無くなってしまうと、新たに作るのはなかなか難しい。

公民館を維持しながら、公民館をもっと有効に利用できるようになっていけば良

いと思ったので、高校生も非常に力になり、中学生もやらされるより自分たちで何

かしたいといった時の方が盛り上がって動くので、そういう形で社会教育に関与す

る若者が増えたら良いと思う。

○ ［事務局］

この７０年で失われたものに、子どもの３つの間「遊ぶ時間」、「遊ぶ空間」、「遊
ま

ぶ仲間」がある。この３つの間を復活させるには、やはり社会教育の果たす役割が

非常に大きいのではないかと、今日のご意見を聞いて考えさせていただいた。

社会教育で、子どもの３つの間を復活しようと思った。


