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令和２年度第２回奈良県社会教育委員会議【議事概要】 

日 時：令和３年２月１２日（金）１０：１０～１１：５０ 

会 場：奈良県文化会館 第３会議室 

 

案件(1)奈良県の社会教育振興策について 

 

発 言 内 容 

※ 副議長によるファシリテートで議論を進行 

［副議長］ 

奈良県の社会教育を今後、どのように活性化していくのかについて、この後、御意見をいた

だく。前回の会議で、どこに注力すれば良いだろうかと問いかけた。奈良県では家庭教育にか

かわる講座が多い。各市町村が必要に応じて、必要なものを求めていくと、奈良県ではこうい

う結果になったと言える。 

振興策として県から提案された内容は、何らかのジャンルに絞るのではなく、各市町村ある

いは県が何か必要なことを押し進めていく上で、組織化やネットワーク化、情報提供が必要で

はないかという内容だった。 

多様な課題がある中で、ジャンルを絞るのが難しいというのも事実だと思う。各社会教育委

員は、特定の分野にかかわって事業をされていて、社会教育の状況もご覧になっている。それ

ぞれの立場から、奈良県の社会教有を活性化していくため必要なことを出していただきたい。 

前回の会議の時に、コロナ禍で家庭でも学校でも苦労があるということで、ＰＴＡとしてア

ンケートをとり、一番回答の多かったのが「保護者が子どもの学校での様子を知りたい」であ

ったという報告をした。それを要望として、県ＰＴＡから県へ提出した。   

生駒市では、登録をした保護者が、スマホやパソコンなどで子どもの様子が家庭で見られる

というリモートの授業参観をされた。早速具体化していただき安心した。 

今日の報告を聞き、私の考えも含めて３点ほど質問する。 

１つめ。平成３０年度に家庭教育の講座が開講数・受講数ともに倍増したことについて、ど

ういうことが背景にあるのか、県教委等で分析しているのであれば、聞かせてほしい。 

 ２つめ。社会教育委員の数が近畿で一番多いとのことだが、奈良県では人口の割には市町村

数が多く、当然こういう結果になるのだろうと思う。それよりも市町村の社会教育委員会議

で、どういう議論をされているのかを知ることができれば、地域で抱えている課題や取組が分

かるはず。何かつかんでいることがあれば聞かせてほしいし、ないのであればつかんでほし

い。 

３つめ。ジェンダー平等が、この１～２週間、話題になっている。性の多様性ということを

いえば、性別表記をしないのが時代の流れだが、女性の社会参加が阻まれてきた歴史的背景及

び男女同権が保証されないという現状がある今日、委員の数も男女同数を目指すべきだと思

う。現時点での社会教育委員の男女構成を知りたい。 
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［事務局］ 

１つめについては、数を集計しただけで、背景の分析はできていない。教育研究所で家庭教

育についてのＰＲがあり、子どもの格差問題等で家庭教育が注目されてきている認識はある

が、分析はこれからである。 

２つめについて。市町村の社会教育委員会議が何をしているのかについては、前回の会議

に、開催回数の平均が２．３回になるという表を提示した。それによると、自治体による差が

大きく、年に１回しか行われないところも多かった一方、年に５～６回というところもあり、

イベントの手伝いを社会教育委員会議がしているところもあった。平成３０年の調査であり、

改めて調べることが必要と考えている。 

３つめについて。社会教育委員の性別人数は、各市町村から社会教育委員の名簿を出してい

ただいているので、課に戻ればわかるのだが、今日は持参していない。 

参考までに、私の市の社会教育委員会議の現状を報告する。定数は１５名で、会議は年４回

開催。その他に青少年部会、成人部会があり、部会は委員会とは別に開催している。男女比は

年によって違うが、女性が５～６人。団体推薦の他に半分以上は学識経験者で、活動していた

だける方にお願いをしている。 

１回目の会議では、行政の予算的な方針等の審議。２回目は各団体の活動報告と意見をうか

がう場。３回目は現地で会議を開き、研修する。最近も市内の小学校で会議を行い、その後「放

課後子ども教室」の現状を視察した。予算の関係もあり、諮問に対する答申はできないので、

４回目は意見具申を出している。 

［副議長］ 

先ほどの質問のようなことも含めて、ネットワークを作れば、情報も共有されるのではとい

う趣旨での事務局からの提案だったと思う。 

小学校現場からお話しする。先ほど紹介のあったリモート参観だが、本校で今週火曜日に実

施した。ねらい・目的としては、コロナ禍で多くの方に来ていただけないことへの対応。この

年末から１人１台の端末が学校に入り、大きく教育環境が変わっている。子どもたちが資料を

作ったり予習したりする際に、端末を使っている様子を実際におうちの方に見ていただいた。 

例年の参観よりもずっと多くの参加があり、その後の学級懇談も、クラスの人数を超えてい

た。父母ともに職場から見ておられ、そういうことも可能になることを実感した。端末の使用

が、不登校の子どもたちと家庭と教室を結ぶ、家庭と担任を結ぶというところでも多くの効果

が出ている。教室から子どもたちが手を振って、名前を呼ぶことで学校へ来られるようになっ

た例もある。端末を使った社会教育としての取組も、今後どんどん変わる可能性があるのでは

ないか。 

リーフレットの「地域学校協働活動」とのかかわりでは、現在、学校で力を入れている。生

駒市では、この４月から全ての小学校・中学校で学校運営協議会を設置して、コミュニティ・

スクールを進めていく。学校は、いろいろな施設をもっており対応できる条件が揃っているの

で、地域の方にも入っていただき、土日や長期の休みの時に学校を使った地域コミュ二ティの

催しや社会教育を進めていただく。今も放課後や土日に運動場を開放して社会教育のスポー 
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ツは行っているが、スポーツにとどまらず、音楽、書道、彫塑などの文化的な活動へも広がっ

ていく可能性がコミュニティ・スクールによって高まるのではないかと考えている。 

［副議長］ 

今のお話からすると、県内の団体のネットワークを作る時のＩＣＴ活用も、考える必要があ

るのだろう。それを使うことでより連携しやすくなることはあり得る。学校は、ＧＩＧＡスク

ールでどんどんＩＣＴが進んでおり、そういう状況と社会教育がネットワークを使ってリン

クする可能性も出てくるということではないか。 

「基本的な方向性」の２番のところで、人材育成・研修体制・ネットワークの整備と書かれ

ており、例として３つ取組を考えているとの説明があった。社会教育の基本的なことが学びき

れずに現場で働いている職員さんもおられるとのことだった。 

私の所属する財団でも、職員の中には、社会教育の知識・経験が少し不足していると感じる

からか、社会教育主事講習（以下「主事講習」）に自ら積極的に参加したい者がいる。昨年は

大阪教育大学で実施され２名派遣した。大阪教育大であれば、勤務しながらでも通うことがで

き、夏の暑い次期に通い、資格を取ってくれた。 

今年は、和歌山大学で実施されるということだったが、和歌山まで行くのはなかなか厳しい

状況。勤務があり宿泊も伴ったりするので厳しい。これが奈良県内で実施していただければ、

主事講習に参加しやすく、いろいろな学びの場を得て、実践にも活かせるようになる。是非、

奈良県で主事講習の実施を検討いただければありがたい。京都なら参加できる可能性はある

と思うが、和歌山とか滋賀は行きにくい。やはり大阪・奈良であれば参加しやすい。主事講習

があれば参加したいという要望を挙げている職員もおり、ぜひ検討していただきたい。 

［副議長］ 

財団の職員さんの多くは社会教育主事任用資格をおもちで勤められていると思うが。 

正規職員には、社会教育主事に相当する資格を有しているということで採用している職員

もいる一方、嘱託の職員なども増えており、全員がもっているわけではない。学びの場を求め

る職員もいる。 

［副議長］ 

資格制度も変わっており、社会教育主事が社会教育士という呼び名になる。社会教育主事は

教育委員会事務局で任用されるというのが立ち位置。社会教育士の場合は民間であっても名

乗れる。すでに社会教育主事任用資格をもっている者が、社会教育士を名乗ろうとすると単

位・科目が変わっているため、２科目４単位を追加で履修する必要がある。逆にいうと、社会

教育主事任用資格をもって民間あるいは財団等で仕事をされている方が、２科目履修すれば

社会教育士を名乗れる。財団で社会教育士という立場で仕事をすることも可能になり、他には

学校や地域の連携事業の中で社会教育士がいることもあり得る。 

奈良県内の主事講習で社会教育主事を養成するとともに、不足分の単位を大学と連携して、

科目等履修生で履修すれば、社会教育士になることが考えられる。社会教育を学んで、社会教

育の仕事をする方が県内に増えるのは、人材養成という意味で重要。 
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主事講習は近畿の大学の持ち回りで実施されている。時期は夏休みに３０日から４０日く

らいの期間をかけて。奈良県は、順番から外れている状態で、奈良にお住まいの方は、委員の

言うように大阪・京都・和歌山・滋賀・兵庫で行われる際に、そちらに出向いている。 

［事務局］ 

現状をお伝えする。今年は委員からあったように、和歌山大学で夏休みに近畿地区の主事講

習が行われる予定。令和４年度は大阪教育大学の順番になるというところまでが、近畿の運営

大学の中で申し合わせており、令和５年度以降は未定とのこと。 

実施されている近畿の大学は、和歌山大と大阪教育大以外では、神戸大学・滋賀大学・京都

教育大学。令和２年度は京都教育大学の番だったが、コロナ禍により中止となった。 

社会教育主事・社会教育士資格について、国の方向性としては社会教育士に重きが置かれ始

めているが、社会教育主事の役割も大切だと思う。県としても、行政に置かれる社会教育の専

門家としての社会教育主事が、社会教育士と違って何を押さえないといけないのか、仕事が同

じ部分と差異化されている部分を分析しながら、制度を作っていくことが大切。 

例えば、行政の活動・事業が指定管理で民間に委託されており、今までは公務員が現場にで

て、計画に基づいて施策を行い、見えてきたことをまた計画に反映させてきた。その上で、課

題や成果が行政内に上がっていき、次の計画が立案されていた。 

指定管理者制度が始まり、民間が事業を担い、現場の状況や情報がお任せという形になる

と、現場経験のあまりない職員が、指定管理者への委託者として、施策を作ることになってい

る。行政と指定管理者の連携がすごく大切。これからの社会教育主事に求められるのは、指定

管理者との本当の協働パートナーとして、「現場と討議する内容」「（現場と討議せずに）行政

側で考える内容」をそれぞれ抽出して、しっかり担える存在として社会教育主事が位置づいて

いくことが効果的だと思う。 

［副議長］ 

資格には大きく分けて、「名称独占」と「業務独占」の資格の２つがある。「業務独占」の資

格というのは、医師免許・弁護士免許や学校の先生も同じで、この資格をもっていないとこの

仕事はできないというのが「業務独占」。「名称独占」の資格というのは、この名称を名乗るた

めには資格を持っておかなくてはならないということで、社会教育系の資格はこの「名称独

占」になる。「社会教育主事」「社会教育士」「図書館司書」「博物館学芸員」など。「学芸員」

として名刺に書こうと思うと学芸員資格が必要。 

しかし、博物館で働いて学芸員と同じ仕事をするのに、学芸員の資格が必要かというと、必

ずしもそうではない。図書館も社会教育も同じ。社会教育主事から社会教育士になるというこ

とは、図書館司書等に近づいているのだが、まったく同じにしてしまうと、社会教育士が団体

として独立してしまい、行政との関係性が薄くなってしまう。行政の中に社会教育主事という

教育公務員特例法に定められた資格があり、社会教育主事と地域にいる社会教育士が連携す

る仕組みを作りながら、資格要件をもつ人を増やしていくことが重要だろうと考える。 
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［事務局］ 

連携ができれば良いが、指定管理にしてしまうと社会教育士が置かれない場合もある。指定

管理にしたから任せてしまうのではなく、副議長の意見のように、実態を把握し適切な指導・

助言をするというのは、新たな課題だと考える。 

［副議長］ 

公務員として任用された社会教育主事は、権限をもっているので、社会教育士にどのように

何を指導・助言していくのかということが重要になる。 

主事の話について、指定管理者制度が始まってからでも、行政職員の役割の部分を見つけ出

していくという意味で、この奈良県市町村社会教育主事協議会（以下「主事協」）がなくなっ

ていくのはもったいないと思う。提案にあるように担当者が繋がり、実際に何が課題になって

いるのかを出しあいながら、自分たちの職務として必要なことを構築していくことが重要。 

［副議長］ 

地方自治法が改正されて、指定管理者制度ができた時に議論はあった。公設公営の時よりも

効率よく施設を運営していただけるようになり、民間が入ったことでコストパフォーマンス

が良くなった面はある。 

一方、行政として現場がわからなくなることが当初から言われており、そこでどんな課題が

あるのかという内容が、評価会議などで逐次情報は集められているものの、職員・行政の足場

が現地にないというデメリットがある。 

私は、体育協会の立場でここに来ているが、所属は市体育協会の指定管理事務局である。体

育協会では、市のスポーツ施設７つを指定管理している。年間だいたい２億近い予算をいただ

いての管理運営。体育協会は一般財団法人なので、一般の会社と同じ。体育協会の立場からい

うと、市と市のスポーツ振興課が担当窓口で、意思の疎通はかなり密にできている。これは体

育協会ならではのこと。 

例えば、民間の受託会社が運営するのと、体育協会が指定管理するというのではまた意味合

いが違う。週に３日くらいはスポーツ振興課の誰かが事務所に来て話をしている。民間の発想

で収益も考えているが、体協のように公益性の高い団体に指定管理を委ねるのがバランス的

には指定管理としては良い姿ではないかと考えている。 

私は生駒市の社会教育委員会議にも出席しているが、今やっていることはコミュニティ・ス

クール。これは社会教育委員としてしっかり勉強して理解しないといけない。発信ができる、

動ける、そして広報ができる社会教育委員を目指そうと考えている。 

最近の会議ではコミュニティ・スクールの話ばかりしている。社会教育委員会議は年間３回

あるが２回をそれにあてて、いろいろな論議をしている。時には教育委員にも入っていただ

き、市教育委員会の重点施策の一つとしてやっている。 

以前に、この会議の場でも総合型地域スポーツクラブ（以下「総合型クラブ」）のことを話

した。社会教育委員会議では収まらず、学校教育、自治体等を巻きこまないと進まない。あと

一番の課題は、学校現場、保護者や先生方の意識改革。これがないと、うまく進まない。地域

に委ねていきましょう、責任を地域・団体がもちましょうと。 
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このことにかかわって、地域でスポーツをするには、今までのようにボランティアだけで

は、この総合型クラブの制度は進まない。令和５年度から段階的に実施していくと話を聞いて

いるが、今の段階からしっかりと連携して進めていかないとだめだと思う。 

［副議長］ 

この会議の担当は人権・地域教育課である。地域の教育を考える時、それは社会教育、学校

教育そして家庭教育も加えると、地域の組織について考えていかなければならない。 

自治会もあるが、全国的な動きとしては、自治協議会のようなものを新たに設置して、全員

参加の協議会を組織するところも出てきている。学校関係者も社会教育関係者も、病院・医療

関係者も入る形で、地域の問題を話し合おうという動きもある。多くの人にかかわっていただ

くことで、地域の問題を解決していかざるを得なくなっている。 

［事務局］ 

主事協に対して御意見をいただいた。奈良市であれば、社会教育主事はいない状況でアウト

ソーシングしており、そこには社会教育士がいるという理解で良いか。 

［副議長］ 

社会教育士という形では任用はしていない。生涯学習財団が公民館の運営管理をしている。

元々公設公営の直営から指定管理となった。それ以前は、奈良市にも社会教育主事を教育委員

会内に任用していたが、当初財団の採用基準に社会教育主事任用資格のある方という一項が

あり、社会教育の専門家はそちらで抱えているという認識で、奈良市では社会教育主事を任用

していない。 

主事として発令されている人は、奈良市は今、ゼロだが、昔に主事講習を受けた行政職員と

か、財団職員のように社会教育主事の任用資格をもつ職員は多くいる。 

主事の連絡会を作っていただいたとして、発令されている人に参加者を限定してしまうと、

県内では２人と聞いているので、２人の連絡会になってしまう。派遣社会教育主事の制度がな

くなり、すでに主事の発令はされていないので、学校現場に戻られた方たちも参加できなくな

ってしまう。現に発令されている方だけではなく、任用資格をもつ者ということであれば、財

団の職員でも参加できるし、昔、主事講習を受けて資格をとった方も参加できる。 

財団職員は、社会教育主事の任用資格をもつ者ということで採用しているので、多くが社会

教育主事の任用資格はもっているが、社会教育士は、私たちが入職する時にはなかった資格で

あり、追加で単位を取らないと名乗ることができない。 

社会教育士という資格ができる前に主事任用資格をとった職員ばかりなので、社会教育士

はいないということ。財団は、科目履修生などが認められれば、順番に派遣して皆が社会教育

士を名乗れるようにということもできる。 

［事務局］ 

社会教育主事の業務がすべてでなくても、指導助言をする職務のうち、いくらかは社会教育

主事としての仕事があり、残りは別の仕事をするのであっても、発令しなければならない。ア

ウトソースしても、主事は発令するべきという理解でよいか。 
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［副議長］ 

そのとおり。社会教育法は、以前からこの件については、まったく変わっていない。「教育

委員会事務局に社会教育主事を置く」。置くことができるではなくて「置く」。必置である。と

ころがこれができた当初から、１万人未満の行政単位では置かないこともできる。それに対し

ては派遣社会教育主事でカバーするというルールがあり、それがさらに広がっていって、例え

ばスポーツに関すること文化に関することは教育委員会から首長部局に移管して、代行して

も良いという法改正もあった。 

社会教育主事は、教育公務員特例法に定められた専門的教育職員。長らく学会でも、社会教

育主事の専門性はどこにあるのかが議論されており、見解が定着しなかったことに、社会教育

主事資格が曖昧になっている原因のひとつがある。 

社会教育主事がいないと社会教育がまわらないわけではなく、主事資格をもっていない人

でも社会教育のことは一生懸命考えているし、社会教育主事として任用されても、ずっと社会

教育主事として行政の中で仕事していくわけではない。 

以前、大阪市は社会教育主事という枠で職員を採用していたが、今は社会教育主事の仕事は

していない。教育委員会の社会教育を経験した者が、別の部署へいくことは人事異動であり得

る。奈良県で行っている社会教育実践講座では、現在社会教育に従事している方、過去に社会

教育に従事していた方、社会教育主事の方、現場の方など、社会教育に携わる方みんなが集ま

ってネットワークを作ろうという方針で声をかけて始めた。 

特定の資格をもった人だけで集まることにすると、いずれ困難になってしまうので、できる

だけ幅広く、ネットワークを作ろうという取組にした。現実に対応してこうした取組になって

いるが、行政に社会教育者がいて、その方でネットワークを作るのが理想。 

 
異動もあって、いろいろな人が社会教育を理解しているのは悪いことではない。社会教育は

それぞれの立場で考えながら作っていくものであり、社会の仕組み・あり方として、何を目指

してくのかという時に、ここの自治体はきっちりとした社会教育の枠組みがあり、その上で基

盤整備をしていくことはとても重要なことである。このこと自体が全国的にもアピールでき

るのではないだろうか。 

［副議長］ 

リーフレットに生涯学習の図がある。社会教育主事が曖昧になってきた理由の一つが、生涯

学習概念の普及にある。教育行為があって組織的に教育されている部門と個人が生涯学習し

ている部門という分け方があり、教育委員会が所管している事業と首長部局が学習機会を提

供しているような分け方もある。 

そこに参加して何らかの学びをすると、すべて生涯学習していることになる。社会教育が行

っている事業に参加することも生涯学習だし、個人で本読んで勉強するのも生涯学習だし、水

道局が水道の施設の見学で勉強するのも生涯学習。水道局も生涯学習の機会を提供している

と言える。 

行政でいろいろな学習機会を提供するようになるのはとても良いことで、その時に、人々の

学習とは何か、そこにどういう教育的作用を施すと効果的な学習ができるのかについての専

門的な知識をもっていたのが社会教育。社会教育主事の資格をもって、こうした取組を主導 
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すべきであり、専門的な知識をもった方が行政内で増えることが望ましいという意見は理解

できる。 

リーフレットの話が出た。見本ということで「社会教育委員の役割について」を見せてもら

ったが、すごく良いと思った。社会教育委員になった方が、「私たち何をしたらいいの」とか、

「何の裏付けでどう動いたらいいの」という時に役立つ。 

社会教育は、社会教育委員だけではなくて、青少年教育はどうだとか、公民館って何なのか

とか、家庭教育についてなど幅が広く、いろいろな切り口がある。この「社会教育委員の役割

について」をきっかけとして、例えば議論になっていた「社会教育主事と社会教育士はどう違

うのか」とか、いろいろなテーマを体系的に取り上げてほしい。皆さんが自分に関係のあると

ころしか手に取らないと考えると、公民館のリーフレットだったら、公民館職員が手に取ると

思う。続けて発行していただく中で、同じ内容も出てくると思う。どのテーマでも「社会教育

と生涯学習の違いは？」という疑問は出てくるだろうし、関連する法律も同じかもしれない

が、表紙が「公民館について」だったら公民館の人は手に取る。いろいろな分野で体系的に作

っていけば、奈良県の社会教育も明確になるし、職員や市民の方にも伝わると思う。実現に向

けて是非検討をお願いしたい。 

［事務局］ 

タイトルが「人と地域を結ぶ社会教育～公民館編」とか続いていくようなイメージで進めた

い。 

そういうこと。タイトルも含めて検討をお願いしたい。 

リーフレットの話が出たので、私も少し考えを述べる。 

社会教育主事のことなど、大切な意見が出されていたと思うが、私の視点、思いから言うと、

最初に出ていたウイルスの関係だとか、女性蔑視の関係だとか、現在の日本社会をみなさんが

どんな視点で考えているのかが心配。氷山の一角だと思うが、その実態が出てきている。そう

いう視点から、社会教育を考えていくとことが重要だと思う。 

このリーフレットで、中身は全て素晴らしいことが書かれており、私も賛成するが、例えば、

タイトルに「人と地域を結ぶ社会教育」とある。これは間違いなく大切なのだが、今の時代の

状況をしっかり直視して的確に言おうとすれば、「人と人、人と地域を結ぶ社会教育」となる。

人と人のつながりが今一番厳しい状況にあることを認識し、そのあたりを見ていくのが社会

教育では大切なことだと思う。一人の人間として、お互い県民として考えていきたいと思う。 

［副議長］ 

御意見のとおりで、今、「社会的包摂」が重要な課題になっており、どんな立場の人であろ

うと繋がってくることを、常に学習の場でも考えようとしている。資料の１ページにあるよう

に、奈良県は家庭教育や家庭生活が充実しており、講座数や人数が多いということだが、高等

学校としては体育リクリエーション・趣味、稽古において、部活動の部分で連携していきたい

と思う。 

高校では、１８歳主権者教育というのがあり、選挙権をもつ生徒が出てくる。この市民意識・

社会連帯意識の分野で、いろいろと御支援をいただければ、大変ありがたく思う。よろしくお

願いしたい。 



［9／9］ 

 

［副議長］ 

それは大切で、シチズンシップの学習というのは重要になってくると思う。 

私も同じ思いだった。年々、「市民意識」「社会連帯意識」の講座数・受講状況が減っている。

市民にとって重要な人権意識を高め、包摂して協働して、それぞれが尊重されながら、自分ら

しく生きていける安心の町づくりという意味での連帯意識が高まるような講座を用意して、

受講生や市民の方が聴いてみたいものを展開できればと思う。 

家庭教育等が増えたことに関しては、規範意識が低いという数字が奈良県では大きく出て

おり、それに取り組もうという機運が高まったことも影響したのではないか。また孤独な子育

てを予防していくために、国を挙げて地域子ども子育て支援拠点が展開された。そういうこと

も社会背景になったのかではないかと思う。 

パンフレットで、１つだけお願いしたい。社会教育の例のところで「ＮＰＯや市民団体が行

う地域活動」というものを入れておいても良いのではないか。ＮＰＯ法の中にも２０ある分野

の中から該当するものを選ぶところで、社会教育の推進というのが入っている。（◇） 

［副議長］ 

最後に１つだけ私から付け加えると、社会教育主事の職務内容は社会教育を行う者への指

導・助言となっている。社会教育を行う者は、一般的には社会教育関係団体となる。ここまで

の話をふまえると、社会教育関係団体の中に社会教育士という社会教育主事と同じような資

格をもった方が存在する世の中になってくる。そうした時に社会教育主事の役割とは何なの

か、もう一度議論しなくてはならない時代に入ってきている。奈良県では、社会教育主事がど

ういう仕事をしていくのかということを、今一度皆さんで考えていただけたらと思う。 

 


