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令和３年度第１回奈良県社会教育委員会議【議事概要】 

日 時：令和３年１１月１７日（水）９：３０～１１：３０ 

会 場：奈良県文化会館 第３会議室 

 

 

案件(1)奈良県における社会教育の現状について 

 

発 言 内 容 

※ 議長によるファシリテートで議論を進行 

［議長］ 

奈良県の社会教育の現状について、説明があった。市町村の社会教育委員会議の開催回数に

ついて、１回の自治体～５回の自治体がある。それぞれ地域や自治体の特徴があるかと思う

が、小回りのきくところや課題のあるところなど様々な取組が資料から見えてくる。 

また、前回のこの会議でも、奈良県内の社会教育主事の任用について何とか増やせないかと

いうことで議論を重ねてきた。やはり、地元で、社会主事講習が開催されると県内の自治体か

らの講習への参加者が増えるだろう。「奈良県では、奈良教育大学が令和６年度に前倒しで引

き受けてくださることとなった。」という報告もいただいた。 

 

このことに関わって、直近、県内からの社会教育主事講習の受講者数は、２名という受講人

数はどうか。少ないと感じる。（①） 

少ない。（一同） 

社会教育主事講習なので、行政の職員の方が受講されるのが多いのか。生涯学習・社会教育

関係部局から送り出されているのが中心であるか。（①） 

［議長］ 

私も滋賀大で社会教育主事講習の講師を務めたが、参加者が４０名ぐらいであった。近畿圏

全体で４０名参加者があったので、奈良県からの２名は少ない。令和元年度に大阪教育大学で

開催した時の奈良県からの参加者９名は多い。 

近隣で開催した場合、参加者が多い。各自治体で社会教育を推進していくうえでは、大きな

力になるのではと考える。社会教育主事に関しても、社会教育主事講習を受講する人がもう少

し増えてくれればと思う。  

資料を見ると、市町村の社会教育委員は、近隣の府県に比べて人数が多いことになってい

る。（①） 

［事務局］ 

令和６年度に奈良教育大学に開催してもらえることになった。社会教育主事が置かれてい

ない自治体に対し、県から受講することを推奨していくべきではないかと思う。 
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［議長］ 

令和６年度までに期間があるので、県の方で機運を高めていただければと思う。 

社会主事講習を受講する場合、講習期間中は仕事を抜けることになり、他の人に負担がかか

るのが課題である。講習期間中の人的補填、そのための財源保障もあればと願う。（①） 

［事務局］ 

ある程度、令和６年社会教育主事講習の開催までに、各市町村教育委員会に対して、情報提

供しながらやっていきたい。 

［議長］ 

社会教育主事は行政の発令によるが、社会教育士は民間でも肩書きとして名乗れるので、地

域の方が活躍できる状況である。今は、学校と地域との連携など、地域の方々が、学校と協働

することで創出できる。 

社会教育士の現状を知りたい。（①） 

［事務局］ 

現状を調べお伝えする。 

 

案件(２)奈良県の社会教育の推進に向けて 

［議長］ 

ここからは、委員のみなさまに御意見や提言、あるいは、委員のみなさまのお立場での活動

の中でコロナ禍において乗り切ってきたことをあげていただきたい。 

教育長の挨拶にあったように、コロナ禍でＩＣＴの活用が進み、ＧＩＧＡスクール構想が一

気に進んだ。デジタルを使った教育が定着普及している。子どもたちが端末を使うのを横で見

ている大人が、端末をうまく使えるようになるのが、コロナ禍が収束した後のＩＣＴの活用へ

の方向であると思う。端末をどうやって共通のツールにするかが課題。ＩＣＴの活用につい

て、こんな風にやったらうまくいった、課題だったかを聞かせてほしい。コロナ禍で対面の重

要さを再認識したが、一方で、ＩＣＴの活用は、そこを埋められる可能性も感じた。 

本日は、意見をいただいて、可能性を見いだしていきたいと思う。 

 

私は、講師活動をしているが、コロナ禍で研修会が減り、私の活動も衰退した。しかし、最

近ではオンデマンドで開催する機会が増えた。Ｚｏｏｍで開催すると、グループセッションの

際、誰から話し出すか等、場に慣れるまで時間がかかる。しかし、話を聞くだけより喜ばれる。

例えば、新任保育士を対象にオンライン研修をし、時折質問を入れチャット形式で返してもら

うと、受講する方が若いので、チャットの返信スピードが早く、使いこなせていると感じる。

誰が言ったかわからない感じで意見を出せるのも魅力的なようだ。（②） 
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［議長］ 

大学では、Youtube などのオンデマンド型、Ｚｏｏｍなどのリアルタイム型を使い分けてい

る。授業は、ＩＣＴを使うことでうまくいっている。学生からは、先生によって使うツールが

違うとの不評もあるが、対応してくれている。Ｚｏｏｍは慣れてくると簡単に使える。 

私の経験上では、Ｗｅｂ会議で会話が盛り上がらない会議は、対面でも同じ傾向にあると思

う。 

オンライン研修は、私たち主催者がそれぞれのグループ（ルーム）の中を回ることができる。

（②） 

ガールスカウトは、「自己開発」「人とのまじわり」「自然とともに」の３つを活動のポイン

トとして活動に取り組んでいます。その中で、自然体験をするという活動は、このコロナ禍に

よって、キャンプでのテントは、密閉空間であるので、活動が中止になったが、小規模であれ

ば実施している。しかしながら、オンラインキャンプであれば、１人テントで各自がルームの

中で食べ物を持ち込み、好評であった。 

しかし、他団体に紹介したが、他団体に技術力に優れた人がいなかったので、波及しなかっ

た。運営については、それぞれの団の指導者の技術力にかかってくる。できれば、みんなが集

まり、自然に触れて活動することがベストである。（③） 

［議長］ 

このコロナ禍で、野外活動は注目されている。野外の方が感染しないとの調査結果もある。

野外活動は、比較的開催しやすいということもある。 

テントの中で一緒に寝るのが感染の原因と言われる。ソロテントというものがあるが、女性

１人がテントの中で寝るのは危ない。（③） 

［議長］ 

オンラインキャンプとは、具体的に何をするのか。 

Ｚｏｏｍで参加者（家での参加者を含む）をつなぎ、食事、キャンプファイヤーの代わりに

花火、懐中電灯を照らしたりして楽しむ。（③） 

［議長］ 

 Ｗｅｂキャンプは、１人操作に長けた方がいればできる。 

Ｗｅｂキャンプに参加した方は、取り残されることがない。 

やはり、集まって自然の中で活動をしたいという感想が多い。（③） 
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県ＰＴＡ連絡協議会は、小学校、中学校の家庭を通じての保護者の声が集まる。コロナ禍も

２年目になり、ようやく学校も感染予防をしながらできるだけ通常の活動をしている。 

ＩＣＴの活用の利点は、オンラインアンケートの返信率がよいことである。会員５万人中、

１万通が返ってきた。コロナ禍における会員の意見として、「学校の状況を知りたい」という

ことがある。どうしても、行事が制限され、運動会についても人数制限があったり、授業参観

がなかなか実施されなかったりなどがあげられる。ＩＣＴの活用に向けた課題として、各家庭

の経済格差、環境格差がある。例えば、同じ部屋に小・中・高校生がいて授業にならない、家

庭に親がいない、ヤングケアラーの問題などがある。自殺防止など本当に困った子どもを把握

するため、匿名で気軽に相談できる体制としての「こころライン」については、夏休み・冬休

み中心の運用であるが、年間を通じての運用が望まれる。（④） 

 

［議長］ 

Ｗｅｂの特徴は、「安価で大量に」という、お金をかけずに意見をスムーズに集約ができる

点である。ＷｉＦｉの環境格差の解消については、公民館の出番ではないかと思う。 

公民館にはＷｉＦｉがない。事務室にしかない場合もある。（④） 

［副議長］ 

公民館としては、大変痛いところである。奈良市の公民館のうち、地区公民館は、置き型タ

イプのものを設置しており、大型館は、ＷｉＦｉの設置工事が入る予定だが、現状では、住民

が積極的に活用する形にはなっていない。今後、ＷｉＦｉの活用方法等についてお伝えする場

が必要である。職員からも伝えることが求められる。 

［議長］ 

ＩＣＴの活用について、国から補助金が出ているか？ 

［事務局］ 

国の補助金は高校対象が多い。義務教育学校は直接支給の形である。公民館には補助金が出

ていないか。 

［事務局］ 

別の国の補助金として、放課後児童クラブは、環境整備として補助金が出せるが、すべてが

公民館で活動するのではないので無理である。 

ポケットＷｉＦｉを借りると、３日で１０００円である。せめてポケットＷｉＦｉが各館に

あればよいと思う。（④） 

コロナ禍で、参加人数の倍以上の規模の会場を借りるが、オンライン環境がなく、連盟との

会議や研修会では、ある市に少し整っているので、借りている。その他の市町村公民館に設備

が整ったら使って活動できるので、要望したい。（③） 

［副議長］ 

奈良市中央公民館には３５０名を収容できるホールがあるが、今年度末までにＷｉＦｉ整

備工事が完了する予定で、少しずつ整備を進めている。 
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［議長］ 

ＷｉＦｉ環境の整備は、日本中の国策としてやってほしい。 

特に、野外活動には、ＷｉＦｉは飛んでいない現状である。 

いつも、野外活動をする時もフリーＷｉＦｉを探している。 

コロナ禍が収まっても、オンラインは、遠方の北海道の方などと話しができるのがメリット

である。（③） 

［議長］ 

オンラインでつながったら、講師の旅費がいらない。 

ＧＩＧＡスクールで情報機器の取り扱いに、長けた子どもが社会に進出すると、ＩＣＴの活

用が進む。 

  講習会のオンライン開催もＩＣＴの活用の一つの方法だが、まずやってみることが大事で

ある。オンラインを経験することでできるようになる。 

メタバース（仮想世界）が打ち出される中、何が起こっていくのか。ネットが出だした当初

ネット通販にかつては抵抗感があったが、今や普通に利用されている。同様にメタバースがで

きあがってきたら、社会が大きく変わる。生涯学習や社会学習のあり方を考えていかなければ

いけない。 

また、大学生、高校生、一人暮らしの人が、ずっとＬＩＮＥ等でつながっていることについ

て、ずっと見られていることを気にしていないというが、本人がわかってないストレスのよう

なものある。監視社会に慣れていかないのかなどが気になる。ずっとつながっていなければい

られない心のありようも大丈夫か心配である。ＩＣＴに慣れることと、ＩＣＴに慣れ過ぎると

いうことが心配である。 

小学校２年生の子どもに、以前のマスクなしでの給食の写真を見せると、「いつの話？マス

クつけなくていいの？」との質問が返ってきた。子どもにとってはマスクが普通になり、心理

的影響が心配である。学習保障をすることは当然であるが、同じ重みで、群れて遊ぶことで人

は育つと思うが、遊ぶ環境を保障していかないと、人類の育ちとして破綻していくことになる

のではないか。乳幼児は、保育園でもコロナウイルス感染防止のため、マスクをつけるが、表

情を見ながら人との応答を体感しながら感情も形成していきながら、社会性が育まれるのに、

それができないのが心配である。 

厚労省の施策の地域子育て支援拠点は、しんどさを抱える親に気軽に利用してもらえるよ

う、以前は、予約制ではなかったが、密を避けるため予約制となり、利用の壁とならないか。

本当にそれでいいのか。 

また、コロナウイルス感染予防のため、手指消毒をするが、育ちの中で感染して病気になっ

て免疫力をつけて強くなっていったが免疫力はつけられてない。今の乳児たちが大きくなっ

たときに、子どもたちの身体は大丈夫か。と思う。（①） 
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［議長］ 

どのように子どもの成長に影響するかは心配である。デジタルを有効利用する一方、何を守

っていかなければいけないかは考える必要がある。大人と子どもの１年というのは違うので、

コロナ禍の２年間は大きな影響を与えると思う。 

子どもの心について話があった。小さい子どもは、群れで遊ぶことにより大きく育つが、年

齢が大きくなっていけば、スポーツの方で、生きがいや友たちとの人間関係の構築ができる。 

私は、スポーツの価値というものは大きいと感じている。小中高と本格的にスポーツをする

のであれば、学校の部活動が中心となる。しかしながら、コロナ禍で学校のスポーツ施設がど

れだけ対応できるのか。一方、地域には大きいスポーツ施設がたくさんある。子どもたちの活

動の場をどのように保障していくか仕組みを作っていかないといけない。市町村の話になる

が、スポーツ施設を整備するにはお金がかかる。奈良県では、１０年後に国体が開催される。

スポーツ施設を充実させる契機、きっかけとなる。地域の施設を活用して、子どもたちの理想

を叶えたい。それにはお金がかかるので、国・県の支援が必要である。（⑤） 

［議長］ 

運動部では、私の大学がクラスターの発生でお騒がせをした。野外でスポーツをしている時

などは、全くコロナウイルスに感染せず、部室内の更衣や活動後の食事や車で同乗して移動中

に感染したりした。ほぼ、スポーツでは感染しない。もっとも、組み手をするスポーツは用心

する必要がある。また、室内で活動をする、吹奏楽も注意する必要がある。しかし、正しく恐

れることが大事であり、注意すれば、コロナウイルスを恐れることはない。 

私は、ある青少年野外活動施設の評価委員をしているが、私がソロキャンプしたらと提案し

た。それを実施したら盛況であるとのこと。今こそ“個”を強くできる。1 人になるという大

切さを知ることができる。災害があったら学校は必ず避難所になるが、テントはプライバシー

を守ることができる。また、室内にテントを張るのが流行っている。集まらないということも

考えなければいけないが、1人できちんとできるという学びはできるかと思う。ソロキャンプ

は、１人でできることを学ぶ良い機会になる。 
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中学校の現状をお伝えする。 

中３にとっては、中１の３月からコロナ禍が始まり、中２に入っても登校できない時が続い

た。学びの保障として、まず、課題を家に届けることから始めた。今では、ＧＩＧＡスクール

構想で１人１台端末があり、インターネット環境が家にない場合、ポケットＷｉＦｉを市から

貸し出している。授業は、最初はビデオ配信で一方通行、今は双方向型になっている。不登校

傾向の子どもも、画面を映さない配慮をすることで利用できている。こういう形なら授業に参

加できたとの気づきがあった。 

コロナ禍の中、当初、近所の方から学校へ苦情があった。内容は、「子どもが公園で遊んで

いてうるさい」、「親と子どもが、道路でキャッチボールしている」、「リモートで仕事している

のでうるさいため仕事にならない」というような苦情であった。 

私が、以前勤めていた学校では、地域学校協働本部、地域の方々や育友会、ＰＴＡなどが近

所の公園などを回ってくれた。青色パトロールも出ていただいて地域とのつながりのありが

たさを感じた。 

リモート授業で、「学校には来られないが参加できた。」「日頃、手を上げるのが苦手な子も

書くことにより表現できた。」「アルトリコーダーの合奏も教室ではできないが、家で１人でや

るのでリモート授業を通して合奏ができた。」などメリットの面もあった。 

コミュニケーション能力の育成について、主体的、対話的で深い学びが求められる中、ＩＣ

Ｔの活用能力は必要であるが、自分の感情をコントロールしながら思いや考えを議論するこ

と、オンライン上ですることと対面でやることとを組み合わせることが必要である。（⑥） 

 

［議長］ 

大学の卒業単位１２４単位のうち、大学設置基準では、６０単位までは通信教育でやっても

良いことになっている。学生に調査したところ、対面・オンラインでも効果が変わらず、リア

クションがきちんとあることが大事であるとの調査結果が出ている。 

私は、就職担当もしているが、企業の採用面接はＷｅｂで行われ、最終面接で対面となるよ

うなところが多い。就職後は、リモートでの業務を推奨している。営業職なら会社に寄らず家

から直接現場に向かったり、チームワーク醸成のため酒席がリモート開催になるなどの変化

がある。 

コミュニケーション能力の育成について、少数意見を尊重することは大事であるが、大人の

世界でも、声の大きい人により物事が決まっていくことは多い。子どもの黙食はかわいそうと

思う。 

対面でのコミュニケーションは、人の顔色・表情を見てやりとりも進むので、大切である。 

（⑥） 
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［事務局］ 

大学で１２４単位中６０単位まで通信教育で認められるとのことであるが、高校では７４

単位中３６単位しか通信で認められない。不登校の生徒に対応しようとしても、３６単位まで

しか認められず、中退扱いとなる。義務教育で不登校であればフリースクールがあり、卒業も

可能である。文部科学省は、高等学校においても同じような取り扱いのようである。 

［議長］ 

大学の通信での単位を６０単位に制限しているのは日本ぐらいであるという。通信教育で

の単位を認めすぎると通信制大学との区別がつかなくなるというのが理由である。大学でも、

コロナ禍でリモート授業が続くと、「授業料をどうするのか」、「授業料を返してくれ」、「施設

充実費を返してくれ」、といったメールが来る。 

［議長］ 

大学でも同じような問題があがっている。コロナが下火になり、対面授業が始まっている

が、「電車で通勤することが怖い」、「高齢者が家にいる」等、大学へ通学しない学生もいる。

文部科学省から、学生のために配慮するようにと言われているので、ハイブリッドで対応して

いる。 

通信制の高校等、多様な学びが豊かになったが、近年では通信制の高校の中退率が増えてお

り、就職もできない人が多いとの調査結果もある。高校生世代の若者１０代の学びをどう保障

するかは大きな課題である。 

社会に若者の居場所を作っていくこと、義務教育卒業後、進路や就職など相談できる場を生

み出すことも考えていかなければならない。（①） 

［議長］ 

社会教育主事任用資格取得者が社会教育士の資格を取得するため、４科目８単位を追加す

る必要があるが、天理大学においても需要があるか、検討している。働いておられる方は、通

学してでは難しいため、２単位ずつの授業をオンラインでできないかと考えている。 

科目等履修生としてオンラインで科目を履修しようとすると学費が１０万円程度かかる

が、資格を取得したいという方に対して、行政から補助を出していただけるなら資格取得が促

進される。社会教育士を名乗って仕事をしていただけるのではないかと思う。Ｗｅｂやオンラ

インという授業は、うまく活用すれば資格取得にも役に立つのではないかと思う。 

県議会の代表として社会教育委員に就任している。県議会としては、これからはＩＣＴ化が

進むべき、積極的に関わるべきとの立場である。初めての出席で感じたことを述べる。先程、

地域・学校とのスポーツのあり方について話があったが、生涯学習の中には、社会教育が位置

づけられており、青少年教育や地域活動がある。社会教育の範囲が広く、非常にそれぞれの内

容は宝の山であると感じた。 

また、資料Ｐ６で、市町村の社会教育委員会議の回数・内容が大きく違っていることを感じ

た。１回開催なら事業計画の説明のみ等形骸化しているところもあると思われ、地域のスポー

ツのあり方や、社会教育委員の活動の活性化、底上げをどうするか、サゼスチョンをどうする

かが必要ではないか。（⑦） 



［9／1０］ 

 

資料Ｐ２「命を守る」生涯学習・社会教育はすごく大事である。奈良県は、災害が少ないと

ともいわれるが山間部では深刻な災害も起こっている。 

山村などの地域との関わりを、オンラインにすればつながりやすい。高齢者はＩＣＴの活用

が難しい人が多いので、活用をサポートするなど、奈良県ならではのオンラインの活用が、命

を守ることにつながるのではないかと思う。 

三重県尾鷲市の取組で、行政が「地域おこし協力隊」を募集し、みかん山の再開発から、地

域内外の人々がつながろうとする例がある。自分たちの地域は、自分たちで守るということで

ある。地域の高齢者は、技術やノウハウを伝授でき体も動かせるので、屋外の活動ができる。 

また、引きこもっている人も、何かひとつに興味をもつことから活動を通じて、つながりを

もつことができればと思う。（②） 

高校では、コロナ禍で、昨年は Youtube 動画によるオンデマンドで授業を行い、今年は双方

向で授業を行っている。教員も生徒も少しずつ進んでいると感じている。 

採用２年目で、普段の授業の進め方に自信のなかった教師が、先輩教師の Youtube 動画やＮ

高校の授業を全部見て授業研究し、オンラインの授業ではヘッドセットにマイクをつけ、

Youtuber のようにしゃべり、チャットの導入等、見事なオンライン授業のスタイルを作った。

対面授業再開後も授業がスムーズに進み、考査の平均点もよく、生徒からは授業の評価は好評

である。オンラインは、高校の９割の生徒が、スマホ等でオンライン授業を受けていたが、授

業の中身やコミュニケーションの取り方等により満足度が上がると感じた。 

オンラインの授業の期間中は、３人兄弟で一度にＷｉＦｉを使うとフリーズするため、１人

が大学生の場合、大学の単位がかかっているので、他の兄弟は使うなということが起こってい

る。ショッピングモールには、フリーＷｉＦｉが整備されているところが多く、活用している

高校生が多い。そのショッピングモール内にパーテーションで区切った公民館の分室などを

期間や曜日を限定して設けると、（ショッピングモールに対しては、固定資産税を一部優遇な

どができればいいのだろうが）、公民館としてのＷｉＦｉ環境の整備が進むのではないか。 

多様な学び、ダイバーシティ（多様性）が叫ばれ、アジアではあと１０億人程度人口が増え

ると言われ、日本にも外国人がたくさん来ると見込まれる中、公民館で日本にルーツをもたな

い方に対するプログラムを作れば面白いのではないかと考える。（⑧） 
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コロナ禍で奈良市の公民館は、臨時休館していた。生涯学習や社会教育は不要不急のものと

いわれたが、どう生きていくかが問われる大切なものである。 

公民館の再開後は、免疫力を高める、アロマ、心理学、ストレス発散法などのコロナ禍ゆえ

の講座も含め様々な講座をの開催し、受講希望者が増えている。奈良市ではオフラインにこだ

わって事業を開催する一方で、まだまだハード面が追いついておらず、市民に対してオンライ

ン学習の支援はできていない。 

奈良市の公民館のＷｉＦｉ環境は、避難所に必要であると考え整備されたが、ＷｉＦｉは社

会教育施設に必要であると県から市町村に言ってもらうと進みやすいと考える。県としてＷ

ｉＦｉ環境を整備するようにメッセージを発することが大事ではないか。 

市町村の社会教育委員会議の回数について発言されていたが、１回しか開催されていない

市町村では、事務方の職員も社会教育についてよく知らないことが多いので、研修会や実践交

流などで底上げを図るのが大切である。（⑨） 

市町村の教育委員会は、学校教育が中心で、生涯学習や社会教育のことはあまり考えていな

いのではないかと心配している。市町村の教育長は、教員出身の人が多く、教育をどうしても

学校目線で考えてしまうため、社会教育委員の考えていることが教育長に伝わらないのかな

と思うことがある。 

コロナ禍でオンライン化が進んだのはいいことだが、対面による学びとの組み合わせが必

要で、目尻の動き、唇の震えや心の揺れを感じることは対面でしかできないと思う。そのあた

りを大事にしたい。このことが「命を守る」ことにつながっていくと考える。 

ＳＤＧs について、私は、「だれひとりとり残されない」と理解している。包摂社会を作っ

ていくということは、それぞれのいろいろな方のいろいろな立場があるが、個性や特徴を大事

に包み込んでいくこと。社会教育委員にとって、それがやるべき内容ではないか。ただ事業を

やっていくのではなく、私たちのお互いの心で支えることが本当に大事であると考える。例え

ば、子ども食堂は、生活の困窮者を救うことが目的ではない。そうであるならば、毎日食堂を

開設する必要がある。そうではなく、それぞれの子ども同士、大人が心を通い合わせる場を作

ることが目的なのではないか。こういうことを市町村の社会教育委員に対して伝え、お互いに

しっかり学習をし、私たち自らが社会教育で自分たちの生き方を作っていくことが大事では

ないか。（⑩） 

［議長］ 

ますます、そういうところが大事になってくると思う。事務局は、対応できることを前に進

めていただきたい。 

 


