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会    議    録 

会 議 の 名 称 平成２８年度 第３回弘前市社会教育委員会議 

開 催 年 月 日 平成２９年２月２２日（水） 

開 始 ・ 終 了 時 刻 午後１時３５分 から 午後４時７分まで 

開 催 場 所 弘前市岩木庁舎 会議室３ 

議 長 等 の 氏 名 委員長 生島 美和 

出 席 者 

生島 美和 委員長・ 村元 千鶴子 副委員長 

松本  大  委員 ・ 阿部 精一 委員 

高木 隆雄 委員 ・ 原子 修逸 委員 

成田 むつ子 委員・ 安達 慶子 委員 

平井 春道 委員 

欠 席 者 佐藤 義光 委員 

事 務 局 職 員 の 

職 氏 名 

生涯学習課長 戸沢 春次 

生涯学習課総括主幹 村上 光義 

弘前図書館兼郷土文学館長 伊藤 文彦 

博物館長 佐々木 健一 

中公公民館長 竹内 勇造 

中央公民館岩木館長 三上 淳 

中央公民館相馬館長 神 弘樹 

中央公民館主幹 熊谷 克仁 

生涯学習課生涯学習係長 髙森 紀之 

会 議 の 議 題 

①平成２９年度 社会教育関係主要事業について 

②平成２９年度 社会教育関係団体補助事業等について 

③青森県地域の豊かな社会資源を活用した土曜学習推進事業について 

会 議 結 果 

・平成２９年度の社会教育関係事業、補助事業等及び青森県地域の豊か

な社会資源を活用した土曜学習事業について説明後、各事業について委

員からの質問や意見を伺った。 

資料８ 
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会 議 資 料 の 名 称 

・会議次第 

【事前配布資料】 

・平成２９年度 社会教育関係主要事業 

・平成２９年度 社会教育関係団体補助事業等一覧 

・青森県地域の豊かな社会資源を活用した土曜学習推進事業 

・弘前市立図書館等の指定管理者の決定につて 

・弘前市経営計画 関連事業一覧 

・廃止・縮小事業調書 

会 議 内 容 

 

（ 発 言 者 、  

発 言 内 容 、  

審 議 経 過 、  

結 論 等 ）  

 

○第３回社会教育委員会議 

 １．開会 

 ２．委員長挨拶 

 ３．会議 

 ４．閉会 

 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 会議 

（生涯学習課総括主幹） 

只今から平成２８年度 第３回弘前市社会教育委員会議を開催いたし

ます。本日の欠席者の報告をしますが、佐藤義光委員が欠席となります。   

初めに生島委員長からご挨拶をお願いいたします。 

（議長） 

本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

年度末になりまして、今年度の事業報告や、来年度に向けての内容にな

るかと思います。私も市の総合計画の会議の後に話を聞いていると、社

会教育には市民の力が求められているはずなのに、なかなかそういう所

にアピールしきれてないところもあります。皆様の中でこうしていくと

社会教育の大事さということがもっと伝わっていく、こうしていくと具

体化するのではないかという意見を、本日の会議もありますが、例えば

学区まなびぃの報告会ですとか公民館の事業報告などもあると思います

ので、いろいろなかたちで意見をいただければと思います。 

よろしくお願いいたします。 

（生涯学習課総括主幹） 

案件に入らせていただきます。 

弘前市社会教育委員会の会議運営規則第２条の第３項に、委員長は会

議を主宰するとなっていますので、議長は生島委員長にお願いします。 

（議長） 

平成２８年度第３回弘前市社会教育委員会議を開会いたします。 

次第３の（１）ですが、定足数の確認をいたします。弘前市社会教育
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委員の会議運営規則の第４条により、会議は在任委員の半数以上が出席

しなければ開くことができないとなっています。先程話がありましたよ

うに、本日は佐藤委員が欠席ということで、その他の委員は出席いただ

いて９名の出席になりますので定足数に達しており、会議を成立させた

いと思います。 

続いて次第３の（２）の議事録、会議録の署名委員ですが、本日は高

木委員と原子委員にお願いします。 

それでは次第３の（３）の案件に移りますが、本日の案件は３件とな

っています。 

はじめに。平成２９年度社会教育関係主要事業について、事務局から

説明願います。 

（生涯学習課長） 

資料１ですが。この資料は平成２９年度の当初予算の策定にあたり委

員の皆様にこういう事業があるということを説明して、貴重な意見をい

ただきたいということで 毎年、社会教育委員の会議に出している案件

です。 

経営計画に掲載されている計画事業について説明しますが、資料の５

が、計画事業の下に位置づけられ紐づく関連事業ですが、本日は説明を

省略します。このような関連事業も含めて全体の予算が成り立っている

ということです。資料の６は主に廃止したものを記載していますが、こ

ちらも参考にしていただきたいと思います。 

また、現在、３月議会の開会中で３月１６日に閉会の予定になってい

ますが、その議会で承認が得られましたら、この資料は決定ということ

となります。今のところは「案」ということですので資料の取扱いには

十分ご注意をいただきたいと思います。 

 

＜弘前市少年教育指導員派遣事業＞ 

「現状と課題」として、少年の健全な成長を促すために家庭や学校で

の時間の他に地域の様々な大人との交流、子ども同士での異年齢集団の

中で体験する生活が重要だという課題を受け、事業の概要は、地域少年

団体等の求めに応じて弘前市少年教育指導員を派遣し、その事業の企

画・運営・実施に参画することを目的に実施しています。 

「期待できる効果」としては、弘前市少年教育指導員が事業の企画・

運営・実施に参画することで、地域少年団体等の育成や少年の健全な成

長が図れるという効果が期待されます。 

実際どのようなことをしているのかというと、その下の平成２８年度

の欄ですが、現在２８名の少年教育指導員がおり、その方々が各団体の

求めに応じて事業の企画・運営にあたっているということで、平成２８

年度の見込としては２１件、派遣人数が延べで１３６人の見込です。具
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体的には平成２９年度欄にありますが、各公民館主催の青少年教育育成

事業や弘前市子どもの祭典などの事業に派遣しています。 

平成２９年度の事業予算は、委員の報酬が大部分で、１人あたり４千

７００円の報酬で６５万８千円、費用弁償が７万７千円、合計７３万５

千円を予定しています。 

 

＜演劇ワークショップ事業＞ 

演劇部のある市内の中学校は第一中学校・第二中学校・第三中学校・

附属中学校・聖愛中学校で現在５校のみとなり、ここ１０年間で３校の

演劇部が廃部となっていることから、子どもたちが表現する場を確保し

ていく必要があるということで、「事業の概要」としては、プロの劇団員

による演技指導を受けることによって、中学生の演劇部員の技術向上を

図り、市の文化的活動の底上げを図ることを目的にやっています。 

内容はこの後説明をします、児童劇観劇教室を引き受ける劇団にお願

いし、その劇団員による演技の指導、或いは舞台づくりというものをワ

ークショップ形式で実施する内容になっています。 

事業の「期待できる効果」としては、演劇に対する一層の興味・関心

を引き出して技術力の向上及び文化的活動の充実を図るということが期

待できるということです。 

平成２８年度は、１１月２９日に岩木文化センターで実施しています。

参加者は、３４人で市内の中学校の演劇部です。平成２９年度も同じよ

うな形で実施していきたいと考えています。予算額は一番下にあるよう

に講師の謝礼のみということで、５万円を予定しています。 

 

＜アーティスト体験ワークショップ事業＞ 

「現状と課題」として、子どもたちの才能をさらに育てるために様々

な芸術文化を体験しながら芸術文化を知り、自身の適正を発見して自覚

を促すという機会や、子どもたちとアーティストを繋ぎ、才能育成を図

る機会を子どもたちに提供することが必要だという考えです。 

「事業の概要」は、芸術文化への関心を持たせ、子ども自身の適正に

対し発見や自覚を促すとことを目的に市内の文化芸術団体による体験コ

ーナーを出展し、子どもたちが自由に文化芸術を体験できるワークショ

ップを行うものです。その下の平成２８年度の活動内容は、７月２４日

に総合学習センターで１５０１人の参加者により、各部屋に分かれてワ

ークショップを実施しています。 

平成２９年度も同様の事業を計画して、「期待できる効果」としては、

芸術文化があるということを知っていただき、関心が高まることが期待

されます。事業費は、団体アーティストへの報償費３９万円を含めまし

て５８万５千円を予定しています。 
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＜児童劇観劇教室＞ 

演劇ワークショップ事業と併せて実施している事業です。 

「現状と課題」として、子どもたちが他者に対する思いやりや道徳性

を養いながら、豊かな心を育む教育の推進を図る必要があるということ

から、目的としては、市内の小学校の児童を対象に優れた舞台芸術を鑑

賞して、豊かな情操を養う機会を与えることとして実施しています。 

「期待できる効果」としては、鑑賞マナーを学ぶということが期待で

きます。 

平成２８年度では１１月２９日から１２月１日までの３日間、岩木文

化センターを会場に午前と午後の６公演実施し、２，６４６名が参加し

ています。対象は小学校３・４年生となっています。 

平成２９年度も同じような形で実施する予定で、平成２８年度は芸優

座の「天狗山のトロッ平」という演目でしたが、この演目の決定にあた

っては、小学校の国語教育研究会から推薦された委員により演目の選定

をしています。 

予算ですが、公演委託料が４３３万２千円、各小学校に迎えに行くバ

スの自動車借上料が３６８万２８００円で、合計８０２万３千円を予定

しています。 

 

＜中学生と医師交流プログラム＞ 

平成２８年度は、学校づくり推進課で実施している事業ですが、平成

２９年度からは、学校以外で行うキャリア教育の一環ということで生涯

学習課に移管になる業務です。 

「現状と課題」としては、子どもたちが夢を描いて的確かつ着実に夢

に向かって生き抜く力を育むということが求められていることから、「事

業の概要」としては、キャリア教育の一環として医療職に対する理解を

深めてもらうこと、自らの夢や目標について興味を引き出すこと、その

実現に向けて自ら学んで自ら考える力を身につける機会ということでこ

の事業を実施しています。 

平成２８年度は７月３１日、８月８日、８月２０日に医師と医学生と

の交流のために、弘前大学のオープンキャンパスに参加し、２０名の市

内の中学生が実習体験するという内容になっています。平成２９年度も

同じような形で実施したいと考えており、中学生の「夢を実現する」、「夢

を実現したい」という思いを高めることが効果としては期待できると考

えています。予算は、５万５千円を予定しています。 

 

＜放課後子ども教室事業＞ 

「現状と課題」として、放課後等の子どもの居場所を充実させること
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が求められていること、また、女性の育児負担を減らす必要があるとこ

とから、これからは地域で子どもを育てようという意識を持って、地域

住民が育児に参加することが必要とされています。また喫緊の課題とし

て、貧困が世代を超えて連鎖することがないよう学習機会の均等を図る

ために、生徒が分け隔てなく参加できる学習支援の場が求められている

ということで、議会の一般質問等でも出されている状況です。 

「事業の概要」としては、これからの社会を生き抜くための力、我慢

強さ、挑戦する力という非認知的能力を向上させることを目的に、また、

放課後を安全・安心に過ごすための活動拠点を確保するということで実

施しています。 

具体的には平日の放課後や土曜日に小学校、或いは公民館などを使用

して実施しており、前回の社会教育委員会議でも説明しましたが、従来

型の放課後子ども教室に加えて、平成２８年度からは「BiBi ッとスペー

ス」という教室も実施しています。平成２８年度の実施箇所は全部で１

１ヶ所、放課後子ども教室が３カ所と「BiBi ッとスペース」が８ヵ所で

す。今月で事業が終了するということで、現在のところ延べ２６４回の

見込みです。 

平成２９年度は７ページの事業調書に記載しています。 

事業内容・効果等には、昨年度からの変更点を記載しています。今年

度は、放課後子ども教室は１１ヶ所で実施していましたが、その中の放

課後子ども教室を３ヵ所から４ヵ所へ増やしたいということで要求しま

したが、これは認められませんでしたので３ヵ所のままとなります。ま

た、「BiBi ッとスペース」については、８ヵ所であったものを２ヵ所増や

して１０ヵ所にしたいと要求したところ、こちらも８ヵ所の現状を維持

して下さいという査定結果でしたが、こちらは議会に対して拡充すると

いう説明をしている関係もあり、予算はこのままで、箇所数だけでも増

やせないかと復活要求をしたところ、そういうことであれば箇所数の増

加は認めるということになり、２ヵ所増やして１０ヵ所となります。 

次の変更点は「BiBi ッとスペース」のスタッフへの謝礼支出です。こ

の「BiBi ッとスペース」のスタッフは、平成２８年度はボランティアで

対応していましたが、放課後子ども教室のスタッフについては謝礼を支

出しており、それを統一したいということで協議した結果、「BiBi ッとス

ペース」のスタッフにも謝礼が支出されることになりました。 

スタッフの謝礼金の単価ですが、現在、コーディネータが１，３８０

円、推進委員が１千円ですが、この単価を学校づくり推進課の「地域づ

くりコーディネータ」の単価を合わせるということで、コーディネータ

を１千円に、また、推進員とコーディネータが同じにもできないので推

進員は１００円下げて９００円になります。変更点を踏まえて全体とし

ては、１４５万８千円の報償費を含め、予算は２０９万円を予定してい
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ます。 

 

＜社会教育関係職員等の研修事業＞ 

弘前市教育委員会が主催する研修と、県あるいは中南教育事務所など

が主催する研修に派遣する事業と２種類あります。どちらも社会教育行

政を一体的に進める上で、職員の意識の向上啓発というのは欠かせない

と考えています。 

「事業の概要」としては、地域課題を発見して、解決を図る職員等の

育成を図ることを目的としています。具体的には、平成２８年度の実績

見込みに記載していますが、主催する研修としては、公民館関係職員研

修会の開催が３回、新任職員の研修が１回、こちらが主催です。派遣が

中南地方社会教育委員連絡協議会の研修が４回、県主催の研修会は随時

実施しており、延参加者数が２８６人となっています。平成２９年度は

一部統合したり内容の見直しを考えていますが、同じような形で主催す

る研修、派遣する研修を続けていきたいと考えています。予算は、１１

万３千円を予定しています。 

 

＜弘前市連合婦人会の事業費補助金＞ 

女性の社会参加を進めて様々な現代的課題に取り組む、弘前市連合婦

人会が行う事業・活動のために交付する補助金です。その団体が目的と

している男女平等の推進、青少年の健全育成などの目的が生涯学習社会

の目指すところと合致するということで支援をしています。 

「事業の目的・内容」としては、講演会事業、文化活動事業、研修会

事業、他市の婦人会との交流会事業といった年間計画に基づいて実施を

しています。 

「期待できる効果」としては、女性の社会参加と学びを社会に還元す

る生涯学習の促進が期待されるということで、平成２９年度も弘前市連

合婦人会からは同じように実施していきたいという話がありましたの

で、同じような事業を行っていくものに対し補助していくことになりま

すが、補助金額は今年度の６０万円に対し、５％ほど削減で５７万円を

予定しています。 

 

＜弘前市連合父母と教師の会の事業費補助金＞ 

市連ＰというＰＴＡの連合組織ですが、そちらの団体への補助であり、

「現状と課題」としては、学校、家庭、地域における教育の振興と充実

に努めて、健全な児童生徒の育成を図ることを目的とした団体で、その

目的と活動内容が生涯学習社会の方向性と一致することから活動支援し

ているものです。 

内容としては、「事業の概要」のとおり、親睦体育大会ということで、
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今年は野球と卓球だけでしたが、このような親睦大会を開いたり、或い

は青少年健全育成関係事業を実施したり、また広報誌の発行を年２回、

ＰＴＡのあゆみを発行、ＰＴＡの大会や研修会への派遣などを行ってい

ます。 

「期待できる効果」としては、児童生徒の健全育成、ＰＴＡの活動が

促進されるということです。 

平成２９年度も同じような形で事業が実施されるということで、それ

に対する補助をしますが、補助金額としては平成２８年度よりも５％削

減で５９万８５００円を予定しています。 

（中央公民館長） 

＜子ども会活動推進事業＞ 

子ども会活動推進事業は、地域が一体となって子ども会活動を推進す

る環境を醸成することなどを目的とした公募型の事業で、予算額は３０

万円の補助金制度です。 

教育委員会による審査を経て採択・不採択が決まります。補助金の額

は１件当たり５万円以内で、食材料費や参加賞の経費も対象としている

点が特色です。 

子ども会活動の活性化を期待する事業であり、平成２８年度は７件の

応募があり、６件の事業が採択されています。補助対象経費の関係で１

団体だけ３万３千円の補助金となったことから、合計２８万３千円の交

付となっています。 

平成２９年度に向けて、２８年度は新規団体からの申請がなかったこ

とから、さらなる周知に努めることや弘前市少年教育指導員を活用でき

ることをＰＲしていきたいと考えています。 

事業の方向性としては、今後５年間実施し、その後は「市民参加型ま

ちづくり 1％システム」の補助金への移行を進める予定です。 

 

＜子ども会リーダー養成事業＞ 

 この事業は、学校、年齢、考えが異なる子どもたちが一緒に活動、交

流することで、人との関わり方や仲間づくりの大切さなどを学んで、楽

しみながらリーダーシップを身に付けてもらう「人づくり」を主目的と

して、２年に１回実施しています。 

 活動を通じて、ものの見方が変わること、自分と他人の関係が変化す

ること、自分自身が向上することなどが期待されます。 

今年度は、活動回数１０回、メインになるのは７月の宿泊体験学習で

すが、５月から２月までの９か月間、ゲームやレクリエーションを中心

に学びました。参加者数３２名で内訳は小学校４年から６年までの初級

が２５名、中学生、高校生の上級が７名、中学生が２名と少ない人数で

した。皆勤賞は５名、平均出席率は８割を超えています。 
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 ただ、子ども会やその他実際の現場でリーダーとして指導するという

ところまではできなかったというところであります。平成２９年度は弘

前市・太田市青少年交流事業があるため、子ども会リーダー養成事業は

休みとなります。 

 

＜弘前市子どもの祭典支援事業＞ 

 弘前市子どもの祭典は、毎年１１月３日の文化の日に弘前文化センタ

ーを会場として行われている子どもたちのお祭りですが、これを主管し

ているのが、公募によって集まった中学生・高校生で組織される実行委

員会です。学校や年齢が異なる子どもたちが仲間となり、一緒に目標を

達成していく体験ができるものとなっています。 

 今年度は、第５５回目の祭典を、１９人の中・高校生が、全部で２４

回もの会議や活動をして、関係団体の協力を得て準備し、当日は、約９

００人の参加者があり、６４７点の作品の出品もありました。 

 予算は、教育委員会からの共催負担金が９８万円、町会連合会青少年

育成委員会から１５万円、計１０８万円いただき、支出は１０５万５千

円ほどでした。支出のうち約４４％が子どもたちを送迎するバス代です。

２９年度は実行委員の人数が今年度くらいかもう少し多くなってほしい

と思っています。 

 

＜市民講座事業＞ 

この事業は、大きく２つの中身があり、「現代セミナーひろさき」は多

様化する社会問題を学ぶもの、国際交流事業は外国人との相互理解や交

流を図るものです。この事業によって、社会問題への知識が深まり、異

文化理解が進みます。 

今年度、「現代セミナーひろさき」では、宇宙、地方分権、電力・ガス

の自由化、高齢出産、弘前藩に関わりをもつ６つの城、これらのテーマ

で学習しました。 

国際交流事業の「外国人のためのひろさき楽習」では、外国人から尺

八を学びました。国際理解講座では、ロシアの魅力、マレーシアの日常

を学び、それからあと一つは３月４日開催予定で中国風灯篭とお祝い飾

りを作って学びます。 

来年度に向けて、一部参加者が少なかった講座がありましたので、周

知方法やテーマ選定を十分に検討していきたいと思っています。 

 

＜地区公民館社会教育事業＞ 

 市内に中央公民館が３館、地区公民館は１２館あります。平成２８年

度の欄にあるように、各地区公民館において、少年、青年、女性、成人

等の各領域の講座・教室が行われています。 
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 本来であれば、各地区公民館長がこの場に出席して説明すべきところ

ですが、今月各地区公民館において運営委員会が開催され、その資料に

よって今年度の事業報告が行われています。 

 中央公民館としては、各種講座等について、教養型から地域課題解決

型へ進んで行ってほしいと考えています。 

 

＜学区まなびぃ講座支援事業＞ 

当市の市街地における公民館活動で、１１の小学校区で地域住民から

組織された運営委員会によって行われ、中央公民館が講師謝金や自動車

借上料等の予算面、またチラシ配布などで支援しています。 

活動を通じて、地域づくり・ひとづくりを図るものです。地域コミュ

ニティの活性化が期待されています。 

今年度広がりを見せているものとしては、くずし字教室と三中学区で

の「ジャンボおらほのいろはカルタ」があります。好評を得た内容のも

のが他の学区へ広がってきています。 

しかし、一方で学区まなびぃ講座が崩壊しかけている学区としては、

時敏、西、松原があり、新年度に向けて中央公民館としてテコ入れを検

討しています。 

 

＜弘前大学との地域づくり連携事業＞ 

この事業は、「弘前大学と弘前市の連携に関する協定」に基づき、公民

館にとっては地域にある知的資源の活用、弘前大学にとっては社会貢献

など、互いに連携して地域づくりや人材育成を図る、双方にとってメリ

ットのある事業です。 

 今年度、中央公民館では、「地域未来創生塾＠中央公民館」、これは弘

前大学の人文社会科学部の教員が講師となり全１０回の充実した講座が

行われました。ほかに、スティールパンワークショップ、２月２６日に

開催予定の「新米パパ応援講座」などがあります。地区公民館において

も恒例となった事業などが行われています。来年度に向けて新たなもの

を模索しているところです。 

 

＜キッズネットクラス運営支援＞ 

 この事業は、東地区を中心に、就学前の子どもとその親が集まって、

集団遊び、子育ての情報交換などを行うもので、仲間づくりや子育ての

不安解消が期待されるものです。 

 地域ボランティアや子育て支援員によってかなり自主的に運営されて

おり、今年度は１１回の活動で親が延べ１２０人、子ども１４０人、計

２６０人の参加者でした。来年度も引き続き行われる予定です。 

 



11 

 

＜ピュアフレンズ支援事業＞ 

 この事業は、おおむね１８歳以上の知的障がいを持つ方、「ピュアフレ

ンズ」と言いますが、その方とその学習活動を補助するボランティア、「ボ

ランフレンズ」と呼んでいますが、その方々を対象に、生涯学習の機会

を提供し、文化的教養を高め、日常生活や周囲の環境への適応、ピュア

フレンズ同士、また、ボランフレンズとの交流・親睦を図ることをねら

いとしています。 

 買い物学習などもあり、知的障がい者の社会参加の機会ともなってい

ます。今年度は、全８回の活動を行い、ピュアフレンズが延べ２２２人、

ボランフレンズが延べ１８０人の参加者数でした。新年度も引き続き実

施します。 

 

＜文化センターフェスティバル支援事業＞ 

 文化センターフェスティバルは、中央公民館の講座から巣立ったグル

ープを「文化グループ」と言っていますが、その文化グループなどが集

い、自ら主体的に実行委員会を組織、運営し、日ごろの活動の成果を市

民に向けて発表し、来場した市民とのコミュニケーションを図る貴重な

機会となっています。 

 各グループの会員にとっては年に１回の作品発表の場であり、またグ

ループにとっては、新たな会員を獲得することにつながるチャンスにも

なっています。 

 今年度は、１１月１２日（土）から１４日（月）までの３日間で、来

場者数７１４人でした。初日にホールでＮＨＫの民謡の催しに来た方に

もプログラムを配布したことで人数が増えていますが、ホールでの発表、

大会議室での展示に改善すべき点があり課題となっています。 

 

＜公民館まつり（地区公民館）＞ 

 １２の地区公民館の公民館まつりまたは文化祭は、各地区の住民の日

ごろの学習の成果を発表する場であり、また、交流の機会になっていま

す。地区公民館の職員にとっても一番力の入る行事です。 

 今年度は、私も全部行ったわけではないですが、高杉公民館ではダン

スの発表が多かったです。女性教室のフラダンスに始まり小学生の動き

の早いダンスまで種類が豊富でした。堀越公民館では、社会教育指導員

兼事務長が歌手といってもいい方で、演歌や民謡を披露して大喝采を受

けていました。来年度も引き続き行われる事業です。 

（図書館長） 

＜ブックスタート事業＞ 

こちらは乳幼児に絵本を配り、親子で本に親しむ環境づくりをスター

トする事業です。方法としては、健康づくり推進課が郵送する予防接種
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券にブックスタートパックの引換券を同封します。それを１歳の誕生日

までに各図書館に引き換えに来ていただき、絵本を受け取るというシス

テムとなっています。健康づくり推進課のほか、子育て支援課とも連携

を図りながら進めています。 

期待できる効果としては、乳幼児における読書の環境づくりが促進さ

れ、子どもの感性や表現力、想像力、社会性等を育むことが期待できる

と考えています。 

実績として平成２６年の実績で言いますと、引き換え率は８４％とな

っています。平成２７年度は、今年の３月にならないと１年にならない

お子様もいるので、実績としては、５月頃に年間の実績が出る予定です。

この事業については、４月から図書館・郷土文学が指定管理者に管理運

営が移行することに伴い、指定管理者の事業に引き継ぐことになってい

ます。 

 

＜古文書デジタル化推進事業＞ 

弘前図書館で保存している古文書等貴重資料は、およそ６万９千点あ

ります。それらの経年劣化が進んでいくことから経年劣化への対応と、

一方ではせっかくある貴重資料を公開するという視点からデジタル化を

進めるものです。 

今年度、有識者会議を３回開催し、実施計画を作成しました。今のと

ころ３年間で進める予定となっています。内容としては、新編弘前市史、

こちらにデジタル化資料を絡めながらインターネットで公開する方法と

なっています。それにより専門家もさることながら、一般の方でも見や

すい内容にしたいと考えています。 

予算ですが、トータルで１千６百万円、その内訳としては、助成金１

千万円を要求したところ満額いただけることになったので、ある程度、

形のあるものができると考えています。公開予定は来年の今頃になると

考えています。 

（博物館長） 

＜いのっち活用事業＞ 

「現状と課題」ですが、博物館では国指定の重要文化財の猪方土製品

を「いのっち」と愛称を付けて展示して、キャラクターデザインを作っ

て活動をしています。ただし、これまで活用が一部にとどまっており幅

広く市民や商工関係者には広まっていないことが課題となっていますの

で、ＰＲの継続とともに民間業者による商品化の後押しが必要となって

います。 

「事業の概要」は、「いのっち」のＰＲと産業の活性化のために「いの

っち」のキャラクターグッズを作成して活用すること、また、民間企業

による幅広い活用を目指すことです。 
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「期待できる効果」としては、博物館と弘前市のＰＲとともに各産業

の活性化に寄与することです。 

平成２８年度の実績見込みとしては、「いのっち」のキャラクターグッ

ズとして「消しゴム」を作成して活用してきました。また、菓子業界と

の商品化が進み、菓子店２軒と計３件の商品化があり、１２月には市長

に業者が表敬訪問しています。結果として活用ケースとしては、クッキ

ーも含めて計８件となっています。 

平成２９年度も同様の活動ですが、グッズとしてはキャラクターデザ

インのノートを作成する予定です。また菓子業界にも語りかけて、新た

な商品を目指しています。 

（議長） 

説明をいただきましたが、個別のことでも、全体のことでもよろしい

ので、これにつきまして社会教育委員の方からの意見、質問等あります

か。 

（村元委員） 

放課後子ども教室ですが、教室を増やすことは認められたが、予算が

つかないということで、その辺はどのように対応するのですか。 

（生涯学習課長） 

昨年度からの変更点のところでスタッフの謝礼金・単価の変更とあり、

そこで金額が少なくなります。その上に「BiBi ッとスペース」のスタッ

フの謝礼金を出すことで増える部分もありますが、全体的には調整を図

りたいというのが一つです。また、実際に毎週、「BiBi ッとスペース」を

やっていると、中学生になると、部活やスポーツ大会で忙しくなり、か

なり人数が少なくなる日もあることから、例えば試験が近くなる際に開

設日を設けるなどで、日数の調整を図ることで予算の減に対応したいと

考えています。 

（村元委員） 

サポーターの報酬を下げるのではなく、日数で減らしてその分で調整

するということですか。 

（生涯学習課長） 

コーディネータと推進委員の単価は下がります。 

教育委員会の中で同じコーディネータが生涯学習課は１３８０円で、

学校づくり推進課が１千円となっており調整がとれていなかったことか

ら、１千円に統一したいという考え方で、該当になっている方々には申

し訳ないのですが、下げさせていただくということで話はしています。 

（村元委員） 

教育というのはお金がかかるものです。全体を見ると一律に５％ずつ

減らしているようですが、一律でいいのかというのも考えないといけな

いと思いますし、特にボランティア的な報酬ですよね。これはもう一回
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メスを入れないといけないのではないか、それがなかったら良いものが

できないのではという印象です。 

（議長） 

学区まなびぃでも担い手が少なくなっているのも、やはりそれに連動

してくることではないかと思いますが、全部ボランティア化されていく

ということがすごく負担になってきていて、良いものが出来ていかない

のだろうというところも検討していかなければいけないのではないかと

思いました。他にいかがですか。 

（松本委員） 

平成２９年度のコーディネータの配置が２名となっていますが、２名

で事業費が減っているというのはどういう計算なのか。それはコーディ

ネータの人数は倍になったけれども、日数の調整で事業費としては少な

くなったという理解でよろしいですか。 

（生涯学習課長） 

 はい。 

（松本委員） 

 コーディネータ 1 人当たりの謝礼は、今年度より減るということです

か。  

（生涯学習課長） 

単価が下がりますので。 

（村元委員） 

そういうことが続くと、今は良いけれども次に続かないですよね。後

継者が育たないわけですよ。そのことを十分に考えて欲しいと思います。 

（議長） 

聞いていると、子ども向けのものを一生懸命に提供しているわけです

が、生涯学習課としてやっていくということは、子どもを支えていく大

人も学んでいかなければいけないわけで、そこでコーディネータやサポ

ーター、例えば、学区まなびぃの担い手やその方々に対してやってもら

うだけではなく、その方々の研修であるとかきちんと賃金を払ってそれ

なりの仕事をしていただく、もしくは企画を練っていく力を育てていく

ことで社会参加に繋げていくような、大きなダイナミックスというのを

考えていかないと持続的ではなく、ただ事業をこなしていくだけになり

ますよね。そういうところを配慮して考えていくということが必要なの

ではないかと思うのですが。 

（生涯学習課長） 

これから各小・中学校でコミュニティスクールというのが徐々に出来

ていく中で、その地域と学校とがどうやって関わりを持っていくかとい

うことがますます重要となってくると思います。いま学校と地域の協働

システムをどうすればよいかということを学校づくり推進課を中心にし
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て考えていますが、まだ固まっていない状況で、そこを固めていきなが

ら学校ごとにどうしていけばよいのかということはこれからのことにな

ります。そこは予算がつくといいのですが、なかなか予算も教育委員会

はこの位で何とかして下さいということでシーリングをかけられている

ため、もしここを増やすとなるとどこかを減らさないといけないという

こともありますので、なかなかうまくいかないということを理解いただ

きながら、コミュニティスクールをにらみながら進めていきたいという

ことで考えています。 

（成田委員） 

沢山の事業をされているのはわかります。現状と課題があり、目的・内

容があって期待できる効果ということまで出している。 

平成２８年度は期待できる効果がどうだったのかということがわから

ないので、毎年同じ項目だけが出来ていれば何も進歩していないと思い

ます。実際、課題に対してやってみてどうだったのか、そこから次の期

待できる効果は何なのかというところまで持っていくと、一緒にやった

方がよい事業や、ここは広げるがこっちはそのかわり大枠でこれだけと

言われていると思うのです。本当に一つずつやってしまうと現状と課題

が同じものが沢山出てきますよね。その中で何をメインに取り組もうと

しているのかが見えていません。すべてやりますみたいなことだと担当

される方、お願いされる方も難しいと思います。それだと限られた人数

にしかお願いできないし、指導員さんやコーディネータさんなど限られ

た人数しかいないわけですよね。そういう中で割り振りされるよりは、

そういうふうにできないものか。期待できる効果が出ているのであれば、

期待できる効果に対して平成２８年度はどうだったのか、残された課題

に対して解決するためには何をするのかというところまでは読み取れま

せんでした。 

（生涯学習課長） 

私も去年の４月に生涯学習課に来て、ずっと同じような事業が続けら

れていると感じているところもありますが、経営計画自体はそのプラン

をまず評価し、チェックしてどう改善していくのか、進めていく中で来

年度はこうしようということでやっていますが、成田委員が言われるよ

うになかなか細かいところまで効果がこうだと、人づくりの分野は、そ

の効果自体がすぐに評価できるものもあるかもしれませんが、なかなか

難しいということもあります。その辺はピンと来ないかもしれませんが、

継続していかなければいけない事業も結構あるということで考えていま

す。なかには統合しようということで進めている事業もいくつかありま

す。もちろんこれから予算的に厳しくなるとそういうことも考えながら

やって行かざるを得ませんので、そこは委員が言われた視点を持ちなが

ら進めていきたいと思います。 
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（議長） 

このフォーマット自体が総合計画と関連しているので、主要事業とし

てここで説明があったものも経営計画からの紐づきみたいな形になって

いるわけです。これがすべてではないですし、このフォーマット自体も

計画に基づいているものです。教育の側からどういう人を育てていくか

など、そこに対してどんな人が育っていったかという検証されたものに

はなっていないことがおそらく成田さんがしっくりこないところではな

いかと思っています。その辺が私ももどかしいところではありますが、

だからといって形を変えることが独自にできるもわけではなく、その辺

は少し配慮しながら今後進めていただくということが必要ではないかと

思います。 

一方、社会教育法で求められている社会教育委員会議の委員として、

社会教育委員側から社会教育計画を出していくなど、そういうことをや

っていくのもありえなくはないのではないかと思っていますが、まずそ

の辺のことを実務的にやっていく中で進めていただければということで

しょうか。 

（生涯学習課長） 

ご意見として伺っておきます。 

（安達委員） 

演劇ワークショップ事業の現状と課題で、演劇部のある場所が減って

いき、子どもたちが表現する場が減っているので確保が急務ということ

なんですが、これを見るとワークショップというのは年に１回だけで、

これをやることももちろん大事ですが、平成２６年度から見ても参加人

数がどんどん減っている一方ですし、これはこれで行い、プロの方から

学ぶ生徒や顧問、教諭が演劇を学ぶ機会というのはクリアしていると思

いますが、この演劇部のないところの子どもたちが演劇部のある場所に

日ごろから行って活動できるしくみなどを作ることも合わせてやった方

がより効果的なのではないかと思います。 

（生涯学習課長） 

演劇部が無くなることには、こちらの方も歯止めをかける方法が見つ

からない状況です。今、安達委員が言われたように、演劇部が無くても

他の場所へ行き、活動できるシステムはやれるのではないかとは思って

います。実際、ワークショップも必ず演劇に入ってないといけないわけ

ではなく、希望があれば参加できるということでやっていますので、演

劇部にこだわったものではありません。しかし、裾野をどうやって広げ

るかが難しく、なかなか方法も見つからないため、探しているような状

況です。 

（議長） 

それぞれの事業の繋がりというか、そういうのが出来ないのかと思っ
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ていて、例えば、全体の発表会を中学生や小学生に向けていくことで、

演劇の鑑賞を高めていくことや、児童観劇教室があるので、この前座を

中学生がやるような、そういうかたちで裾野を広げていくなど、事業間

の連携をさせていくことももっと実務レベルで考えていくことが、こな

すことではなく、その事業の成果で人を作っていくというところに繋が

っていくのではないかと思っています。 

また、コミュニティスクールで学校づくり推進課の動きを待っている

だけではなく、むしろ放課後子ども教室の方を母体にしたり、そのメン

バーを組み入れながら、生涯学習課でここまでやってきたので、これを

コミュニティスクールの中に入れ込んでいくようなことであるとか、他

のところでは、例えば、ひろさき教育創生市民会議で話題になりました

が、ネット携帯に関して、ただ子どもにルールを作らせるだけではなく、

親がきちんと理解していないといけないので、例えばＰＴＡの中で、そ

ういう学びの場を作っていくことの方が必要なのではいかということも

発言をしましたが、そのような一つの教育を良くしていくことに関しし

ては全体で考えなければいけないのであって、生涯学習課だけのマター

だけを見ているのであれば、狭いのではないかと思います。その辺も型

を埋めていかなければいけないところだとも思っていますが、実務とし

て視野を広く持っていただければいいのかと思って伺っていました。 

（松本委員） 

いろいろな事業が展開されているということでよろしいかと思いま

す。放課後子ども教室のコーディネータの方、或いは子ども会関係の方

など様々な方々が関わっているかと思いますが、社会教育関係等研修事

業でいろいろな現場で関わっている方々のパワーアップの機会を幅広く

作られた方が良いのかと思いました。研修事業に含まれているのかもし

れませんが、対象を職員に限定するのではなく、広くスタッフとして関

わっていく方であるとか、子ども会など様々なかたちで実際に社会教育

に携わっている方々の学びを支援するような事業をその中に含めてもい

いのではないかと思いました。マンネリ化していることや利用者が減っ

ているなどの課題が恐らくあるだろうと思います。学区まなびぃ講座が

崩壊しかけていることが課題だと思いますが、限られた予算でどうやっ

ていくのかと考えた時に、もしかしたら学区まなびぃ講座の事業は県の

補助金がもらえるのではないかと思いまして、学校と地域の協働という

ことで土曜学習などに補助金があるはずです。その辺りも検討すると他

のところにも回せるのではと思います。 

（生涯学習課長） 

最初に研修事業ですが、記載されているのは社会教育関係職員等とい

うことで主に生涯学習課・中央公民館３館の職員、地区公民館の職員を

対象としていますが、それとは別に放課後子ども教室の関係者の研修会



18 

 

や、教育委員会でも３月７日には関係者を集め、事業内容やこれからの

事業をどうするのかという話し合いの場を持つなど、事業ごとにやって

いるものもあります。また県、中南教育事務所でも事業ごとの研修は、

それぞれに実施していますので、そちらを利用して補っていきたいと思

っています。できれば独自にできるといいのですが、予算の関係もあり

ますので、現状としてはそのようなかたちで対応しています。 

（中央公民館長） 

学区まなびぃ講座の予算は、必ずしも苦しいということではないので

すが、助言いただきましたので、県の事業も調べてみたいと思います。 

（議長） 

今年から新しく委員になられた方は「学区まなびぃ講座」のシステム

がもしかしたらご理解いただいていないかもしれませんので説明します

が、昭和の大合併まで旧弘前市だった地区に地区公民館はないのです。

地区公民館がない小学校区が１１あり、この地区公民館がないため、学

区ごとに地域の方々が主体となり、学校を拠点にしながら社会教育活動

を企画し、行っていくというシステムとなっていて、中央公民館から職

員がサポートしながら住民主体の社会教育活動を進めています。「学区ま

なびぃ講座」の課題は、今週に担当者会議がありますでの、おそらく事

業が沢山あり住民が忙しすぎて崩壊してしまうというような課題なので

はないかと思いました。その中での報告も聞いていただくと課題が見え

てくるのではないかと思います。 

続いて、案件２移りたいと思いますが、平成２９年度の社会教育関係

団体補助事業等について、事務局より説明願います。 

（生涯学習課長） 

資料２ 【社会教育関係団体補助事業等一覧】 

補助金の交付にあたっては社会教育法の第１３条に、社会教育関係団

体に対して補助金を交付しようとする場合には社会教育委員の意見を聞

いて、行わなければならないという定めがありますので、それに基づき、

毎年度、補助金を交付しようとする団体について説明をして、皆様から

意見をいただいているものです。 

「弘前市連合婦人会事業費補助金」と「弘前市連合父母と教師の会事

業費補助金」については、先ほど計画事業で説明しましたので省略しま

す。 

計画事業にはない事業でも、資料５の関連事業に詳細は記載されてい

ますので、説明で足りない部分については、そちらの資料の方に記載さ

れているものもありますので、後ほど確認をいただきたいと思います。 

 

＜学校管理課外親子安全事業費補助金＞ 

事業の概要としては、児童生徒の学校管理課外における不慮の事故、、



19 

 

ＰＴＡ活動における会員の事故への補償給付を目的として、学校管理課

外親子安全補償経費の一部を助成することで、具体的には、年間の経費

が１千円ですが、それに対して一般の児童生徒には２００円の補助、要

保護世帯・準要保護世帯は市から６００円を補助する補助事業で、補助

事業者は、弘前市連合父母と教師の会に補助をしています。平成２９年

度は、３５９万２千円の予算を予定しています。 

 

＜ガールスカウト弘前地区委員会事業費補助金＞ 

ガールスカウトの指導者の養成、啓発などを目的とした活動を実施す

るということで、弘前地区委員会に事業費の補助をしているものです。

こちらの予算額は、９万５千円を予定しており、経費としては主に報償

費や旅費、大会の派遣などの経費に活用しています。 

 

＜化学への招待事業費補助金＞ 

弘前大学と協力して、夏に中・高校生と一般の方を対象に、化学への

興味と理解を深めていただくということを目的に、日本化学会東北支部

弘前地区支部に対し需用費・消耗品などの経費の一部を補助するもので

１万９千円の予算となっています。 

 

＜弘前市相馬子ども会育成協議会事業費補助金＞ 

相馬地域における青少年の健全育成を目的とした各種活動を実施する

ために必要な事業ということで、相馬子ども会育成協議会で毎月さまざ

まな事業を行っていますが、その事業費の一部を補助するもので、予算

額は、１７万１千円を予定しています。 

 

＜小学校文化連盟事業費補助金＞ 

市内の小学校が全校加盟している文化連盟で、そちらの事業費の補助

となっています。団体名が小学校文化連盟で、予算額が３１万７千円と

なっています。 

 

＜中学校文化連盟事業費補助金＞ 

中学校を対象とした文化連盟の事業費の補助で、予算額が３１万２千

円となっています。 

 

＜小・中学校文化連盟大会派遣事業費補助金＞ 

小学校、中学校の文化連盟に加盟する市内の小・中学校が対象で、そ

ちらの文化部が中学校は県大会から、小学校は東北大会以上の大会に出

ることになった場合、その経費の一部、主に旅費ですが、その一部を助

成するというもので、予算額は、１９０万円を予定しています。 
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＜子ども会活動推進事業＞ 

先ほど説明しましたので、省略します。 

 

＜岩木地区レクリエーション大会の補助金＞ 

岩木地区の連帯感を深めるために地区町会やスポーツ団体等の委員で

構成される大会運営委員会に対する補助で、夏に実施している岩木地区

のレクリエーション大会に対する事業補助で、金額は２８万５千円を予

定しています。 

 

《負担金》 

本来、社会教育法では、補助金について意見を求めることとなってい

ますが、補助金と同じような性質ですので、こちらの方も記載していま

す。 

＜二十歳の祭典共催負担金＞ 

弘前市は、成人式を成人式と成人祭を合わせて『二十歳の祭典』と呼

んでおり、その成人祭は、「ゼロプラス」という団体と共催で実施してお

り、事業を実施するための負担金を支出しています。予算額は、８５万

円を予定しています。 

 

＜子どもの祭典共催負担金＞ 

中央公民館から説明がありました計画の中には金額の記載はありませ

んでしたが、平成２９年度の予算額は、９３万１千円を予定しています。 

（議長） 

この件に関して、委員の皆様から意見や質問等がありましたらお願い

します。 

（村元委員） 

二十歳の祭典の共催負担金も、一律５％減の８５万円になっています

が、関連事業の７ページの二十歳の祭典を見ると、前年度よりも事業費

が上がっているのはなぜでしょうか。 

（生涯学習課長） 

７ページに記載している、平成２８年度の２６１万７千円は決算額で、

平成２８年度の予算額は全体で２８９万３千円ですので、その予算で見

ると平成２９年度は少なくなっています。 

事業実施により、いろいろな経費が削減されることで見込み額は２６

１万７千円となっていますが、予算としては減っているということです。 

（村元委員） 

総括してみると一律５％減ということで、５％減の根拠は何ですか。 

（生涯学習課長） 

平成２９年度の予算編成で、補助金は５％削減を目指して下さいとい
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うことがあったので、生涯学習課として補助金については一律５％とし

ていまして、特に５％減の根拠というのはありませんが、その課や部に

よりいろいろやりくりをして５％削減していないところもあります。そ

ういう意味では一律ではないということになりますが、そういうことで

やっていますので５％減になっています。 

（村元委員） 

一律ということが、査定ということにならないのではないかという印

象がありますが。 

（生涯学習課長） 

シーリングという枠が決まっているものは自主的に下げていますので 

財政では査定はほぼしません。シーリング対象外という事業があり、例

えば「放課後子ども教室」もシーリング対象外の事業です。従って、こ

ちらでこのくらいほしいということを要求しましたが、結果的に現状を

維持して下さいという査定を受けたことになります。その事業によって

は査定を受けるものと受けないものがあるということで理解をいただけ

たらと思います。 

（議長） 

他にいかがですか。よろしいですか。それぞれの事業を充実化させて

いただいて、またその事業にどのような成果があったのかということを

１年後に聞くことができるようにしたいと思っています。 

それではここで一旦休憩を取りたいと思います。 

 

（休憩） 

 

（議長） 

案件の③青森県地域の豊かな社会資源を活用した土曜学習推進事業に

ついて説明願います。 

（中央公民館主幹） 

中央公民館が行う子どもクラブ事業は、市内の小・中学生を対象に生

涯学習の動機づけとなるよう、多様な活動・学習・体験の場を提供し、

異年齢の子どもと一緒に活動させることで、社会性やコミュニケーショ

ン能力の向上、豊かな人間性を育むことをねらいとしています。 

会員の募集は、このような内容をポスターに編集して、４月１日を目

途に市内の学校を通じて、対象者に直接配布するほか、広報ひろさき、

新聞、ラジオ出演、施設での掲示、ＳＮＳなどで行っています。 

まず、平成２８年度に実施した６事業のうち、県補助事業「土曜学習

推進事業」に該当する４事業の実施状況を説明します。 

 

＜子ども天文クラブ＞ 
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クラブ実施の趣旨は、宇宙への夢と憧れを抱く少年少女に天文学習の

場を提供し、興味・関心を一層高めるとともに、正しい知識や観測方法

を身につけます。また、活動を通じて、豊かな人間形成を促し、仲間づ

くりを促進しようとするものです。 

対象は市内の小・中学生で、講師は地域の活動団体、みちのく天文同

好会副会長の鶴見弥生さんです。 

年会費の１千円は教材費で、主に星座や天文、科学などに関する工作

の材料費としています。また、保護者の方やクラブ員の兄弟なども一緒

に参加し、星座観察などができます。 

主な活動場所は、ロマントピア天文台、弘前文化センタープラネタリ

ウムです。日時は、主に６月から３月の第４土曜日、夜７時から９時と

なっています。 

活動内容は、季節ごとの星座や天体の観察、映像や資料を使った天文

現象の解説、大型望遠鏡や天体望遠鏡、双眼鏡の取り扱い方や工作など

を班ごとに活動することで社会性や情操を育む仕組みとなっています。 

会員は、定員４０人に対し、５４人で、２３校の参加、附属小学校が

１８人、時敏・文京小学校がそれぞれ４人、小沢・大成小学校がそれぞ

れ３人、以下裾野小・附属中・平川市大坊小がそれぞれ２人となってお

り、４班の構成となっています。現在、７回実施し、１２月１０日の時

点で２３７人の参加となっています。 

 

＜子ども自然観察クラブ＞ 

クラブ実施の趣旨は、野外での野鳥の生態や四季の草木の観察を通じ

て、観察力・注意力を高めるともに、生物や自然を大切にする心を養う

ものです。また、活動を通じて、豊かな人間形成を促し、仲間づくりを

促進しようとするものです。 

対象は市内の小学生、講師は地域の学識経験者で、日本野鳥の会弘前

支部長小山信行さん、ひろさき環境パートナーシップ２１自然環境グル

ープ代表村田孝嗣さん、やまびこ俳句会代表長内幸子さん、岩木山自然

学校谷口哲郎さん、生田香織さんなどとなっています。 

年会費の１千円は、主に教材の資料代や事務連絡の郵便代などです。

また、クラブ員の保護者や兄弟も一緒に活動に参加することができます。 

主な活動場所は、弘前公園、弘前だんぶり池、岩木川富士見橋付近な

どです。日時は、主に６月から３月の第１土曜日、９時半から１１時半

となっています。 

活動内容は、地域の指導者と一緒に野鳥や四季の草木を観察し、班ご

とに活動することを通して、自然や生命を大切にする心や社会性などを

養う仕組みとなっています。 

会員は、定員３０人に対し、３３人で、１３校の参加、附属小学校が
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１１人、三大小学校が４人、大成・東小学校がそれぞれ３人となってお

り、名簿番号の１から１１、１２から２２、２３から３３が班の構成と

なっています。現在、９回の実施で、２月４日の時点で２００人の参加

となっています。  

 

＜子どもラジオ劇団＞ 

クラブ実施の趣旨は、子ども達が自らの力でラジオドラマを企画、制

作することにより、共同作業をする上で必要な知識、技術を習得すると

共に、異なる年代の仲間たちとの連帯感や達成感を経験させ、豊かな人

間性の形成に役立てようとするものです。 

対象は市内の小学４年生から高校生で、講師は地域の学識経験者、株

式会社アップルウェーブ取締役波多野厚緑さんです。 

年会費の１千円は、主に会場使用料や教材資料のコピー代となってい

ます。 

主な活動場所は、まちなか情報センター、土手町コミュニティーパー

クです。日時は、主に６月から１月の第１土曜日、午後２時から４時と

なっています。 

活動内容は、ラジオ放送や番組の仕組みを体験しながら、ラジオドラ

マの制作体験を通して、それぞれがお互いに配役をこなしてドラマを収

録し、協調性や達成感、社会性を育む仕組みとなっており、収録したド

ラマは２月１１日にアップルウェーブで放送されています。 

会員は、定員１５人に対し、１３人で、８校の参加、附属小学校が４

人、時敏・福村小学校が２人、以下１人ずつとなっており、８回の終了

時点で８５人の参加となっています。 

  

＜子どもふるさとクラブ＞ 

クラブ実施の趣旨は、弘前市の長い歴史や豊かな文化、自然環境に触

れることで、ふるさと弘前の良さを実感し、また、活動を通じて、豊か

な人間性の形成と仲間づくりを促進しようとするものです。 

対象は市内の小学生で、講師は地域の活動団体、みちのくふるさと会

の皆さんです。 

年会費の１千３００円は、主に工作や料理の材料費となっています。 

主な活動場所は弘前文化センターで、移動学習では弘前公園やりんご

公園へ行きます。日時は、主に６月から２月の第４土曜日、午前１０時

から１２時となっています。 

活動内容は、地域の指導者と昔の遊びを体験しながら、弘前の豊かな

文化を伝承するとともに、社会性や情操を育む仕組みとなっています。 

会員は、定員３０人に対し、１６人で、１１校の参加、附属小学校が

５人、東小学校が２人、以下１人ずつとなっており、９回目、１月２８
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日の時点で７４人の参加となっています。 

続いて、平成２８年度に実施した６事業のうち県補助事業「土曜学習

推進事業」に該当しない２事業の実施状況を説明します。 

 

＜子ども小鼓クラブ＞ 

クラブ実施の趣旨は、日本の伝統芸能である｢能｣の音楽を担当する楽

器のひとつ､「小鼓」に触ふれることで、演奏法のほか日常における「作

法・所作」も実践から自然と身についていき、日本の伝統芸能への理解

を深めようとするものです。 

対象は市内の小学生で、講師は地域の指導者 望月流 望月太左君衛

さんです。 

主な活動場所は弘前文化センターで、本年度は県民文化祭に出場して

います。日時は、主に５月から３月の第２土曜日、午後１時半から３時

となっています。 

活動内容は、地域の指導者と伝統芸能の音楽や小鼓の演奏法などの体

験を通じて、作法や所作にも理解を深め、発表会などを経験することで

社会性や達成感、情操を育む仕組みとなっています。 

会員は、定員１５人に対し、７人で、４校の参加、附属小学校が４人、

以下１人ずつとなっており、１０回目、２月１８日時点で３６人の参加

となっています。 

 

＜子どもミュージカルクラブ短期集中講座＞ 

クラブ実施の趣旨は、ミュージカルの歌や踊り、表現などの基礎技術

を学び、演技の練習を通じてお互いに協力し合い、その力を高め合って、

最終日に発表会を行うものです。 

対象は市内の小学３年生から中学生で、情報ネットワーク・グループ

リエゾン所属清水智子さん、前田美代子さんです。 

活動場所は、弘前文化センターです。 

日時は、１２月から１月の６日間で、主に午後１時～２時半となって

います。活動内容は、地域の指導者と異年齢の子どもたちが一緒にミュ

ージカルの歌や踊り、表現力などを学び、演技の練習を通じてお互いに

協力し合い、その力を高め合って、保護者を招いた発表会を行い、社会

性や豊かな感性、達成感などを育む仕組みとなっています。 

会員は、定員２０人に対し、１０人で、７校の参加、附属小学校が３

人、北小学校が２人、以下１人ずつとなっており、６回の終了時点で５

７人の参加となっています。 

成果としては、積極的な周知により、総会員数が前年比１４５％にな

りました。異なる学年、異なる地域の子ども達が集まって、同じ目的に

向かう様々な活動が提供できている。会員は活動を通じて、達成感、自
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己肯定感、有用感、コミュニケーション能力の向上などを高める機会と

なっている。県の補助事業に承認され、報償費の補助がある。 

課題としては、定員を超えているクラブでは、職員が複数で対応する

など負担が大きい。様々な体験を通した子ども達の学びを誘発・活性化

するためには、できる限り多くの子ども達を受け入れ、一緒に活動でき

る機会を積極的に周知することが重要である。 

８ページは、初回のクラブ活動で子ども達に配布しているテキストの

表紙で、裏面が先程説明した年間予定表やクラブ員名簿となります。 

平成２９年度の実施にあたっては、以上の内容を踏まえ、このねらい

と効果を継続するとともに、同種同類の事業の整理統合による効率化を

図るため、生涯学習課が所管し、土曜日に実施している「ウィークエン

ド子どもクラブ」と統合し、お琴、せん茶、生け花、やきもの、女子ソ

フトテニス、囲碁、日本舞踊、音楽を加えた新たな「子どもクラブ事業」

として実施していくこととしています。 

先日、１月２７日に行われたウィークエンド子どもクラブの指導者懇

談会では、会員の少ないクラブの加入促進策や合同実施による活性化策

などについて意見を交換しています。 

また、次期総合計画に向けた取り組みとして、子どもの放課後活動に

対して熱意ある潜在的な志縁団体の活動などの参画を得て、子どもたち

の体験活動の場を提供し、社会性やコミュニケーション能力の向上、豊

かな人間性を育むための調査・検討を行うこととしています。 

（議長） 

この事業に関しては、社会教育委員のメンバーが運営委員となってい

ることから、この会議の中で事業の進め方や内容について、意見をして

いくという立場で、具体的にこの事業の説明をしていただきました。 

今の説明は、平成２８年度の事業報告、成果報告したが、平成２９年

度はこれよりも増えるということで、そのことについても意見・質問等

を出していただければと思います。 

主催は中央公民館でよろしいですね。 

先に私から質問しますが、ウィークエンド子どもクラブは各地区やっ

ていたのですか。 

（生涯学習課長） 

ウィークエンド子どもクラブは地区ではなく、全市内を対象に、活動

場所として 学習センター、克雪トレーニングセンター、テニスは公園

のそばのテニス場などで実施しています。 

（議長） 

それについての資料がないため全体像が見えないのですが、次の会議

で提示いただくということですか。 

（中央公民館主幹） 
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基本的には、現在それぞれで所管していたやり方を引き継いでいて、

これまでのウィークエンド子どもクラブの実施・運営にあたっては、協

力して下さるクラブが独自で運営していますので、中央公民館が今まで

やっていた子どもクラブのように職員が最初から最後までついて、学習

の補助という形ではないです。 

先ほど説明しましたが、平成２９年度の形としては、潜在的な子ども

の活動を支援したいという方を、何とか表面に出して、そういうものを

自分たちの活性化であるとか、子ども達と一緒にやっていきたいという

ところを掘り起こして、子どもクラブという事業を続けていきたいと考

えています。最終的にはそういう形に移っていくのだろうと考えていま

す。 

（議長） 

そうすると、中央公民館の子どもクラブが中核になりながら、事業主

体というものではなく、ある意味そういうネットワークを作っていくと

いうイメージで考えると良いということですね。 

もう一点伺いますが、子どもたちの学校の分布を見ていると子どもの

数もあるかと思いますが、送り迎えの問題などがあり、来られる場所と

いうのも限られてくるのかと思います。例えば岩木・相馬であるとか周

辺部の子どもたちの姿というのは、それほど見えない感じがあります。

もちろん、子どもの数が少ないからというのもあるかと思いますが、そ

ういうものに対しての対策、機会の充実化というのは何かありますか。 

（中央公民館主幹） 

現在、弘前市内に１万人ほどの子どもたちがいますが、全部子どもク

ラブに来られても困るということもありますし、ではどのくらい制限す

るのかという話にもなります。今現在はやりたい子どもだけが集まって

いる状況です。言い方は悪いですが、やりたくない子どもたちは、手も

上げない、申し込みもしないという状況です。だからといって相馬や岩

木という話ではなく、中央公民館としては全てに門戸を開いていて、そ

こは家庭で判断してほしいというのが正直なところです。 

関連するかどうかは分かりませんが、今年の取り組みとして夏休みに

子どもたちの居場所を与えようと考えています。どういう事業ができる

かまだ分かりませんが、悩んだときは原点にということもありまして、

公民館施設を地域に貸し出すというのも仕事かと思いますので、公民館

事業としてネプタ期間中になるかと思いますが、クールシェアではあり

ませんが、午前中に大会議室などを全部子どもたちだけではなく来たい

人に開放して、勉強するなら勉強する、ゲームをするならゲームをする、

好きなことをして居場所をつくってもらい、潜在的な利用者を掘り起こ

して、そこから職員も何か学び、子どもたちが何かして欲しいという時

には周りにいる大人に相談してみたり、その子どもたちとのやり取りも
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あるかと思いますので、そういう取組を試験的にやってみたいと思って

います。 

（議長） 

学校の先生やお母さん方の立場からでも意見いただければと思いま

す。 

（原子委員） 

中学校として、中学生の参加が殆ど無いというのは さみしいなと感

じています。それが現実なのかというところも無いわけではないですが。 

私も小学生のころ、子ども会などに参加することにより、先輩方との

いろいろなやり取りで繋がりができました。例えばネプタなどですが、

中学生の頃からでも入っていって、いくらかリーダー的なことをさせて

もらいながら、地域の中で生きていました。今でもそういうことはあり

ます。中学生になると部活動などで定期的に参加するのは非常に難しい

と思うものの、このように参加している子どもたちは小学生であれば中

学生になるわけですよね。その時に繋がっていかないものかなと思いま

すが、少し残念です。やはり中学校生活のウェイトが大きくてなかなか

難しいと思うものの、そういうような繋がりも考えていくことも必要な

のかなと思います。 

それから、こういうことをしているのだと改めて見るようなもので、

なかなか私たちの目に触れないということもあるためコマーシャルの仕

方というのも、どうなのかというところです。あと、附属が多くて、少

し違和感があります。 

（議長） 

これが起点になり、ジュニアリーダーやシニアリーダーというように

繋がっていくと、またそれが人材育成になっていくとも思いますが。 

（高木委員） 

自分の学校のことを考えてみると、何でいろいろな所に行けないのか

と思うと、「足」だと思います。前の事業の中でも交通費補助としてバス

１台２万７千円くらいが出ていますが、現在、バス代は倍になっていま

すので、そういう点で一番補助してほしいのは、交通費だと思っていま

す。親御さんの送り迎えがうまくできていて、親御さんが興味のある子

どもさんに対しては、このような形で参加しているが、そうでない子ど

もたちのことを考えていかないといけないと常に考えています。学校で

も随分やっているつもりですが、なかなかそこもうまくいかなくて、そ

ういう点では、ジレンマがあるということで何かしら、循環バスなどそ

ういう考え方もできないものかなと思っています。 

（議長） 

ぜひ検討をいただいて、全部が中央公民館が起点ではなく、場所を変

えながらやっていくなども考えていただければと思います。 
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（高木委員） 

募集は最初だけですか。例えば、一人だけ参加していて「面白いよ。

お友達を誘っていかない」という状態を作れないものかと思い、途中一

回くらいもう一度募集をかけたりすると面白いと思います。 

（生涯学習課長） 

ウィークエンド子どもクラブは、今までは募集してそれでも足りない

ようであれば、講師の先生方にもまだ余裕があるということで了解を得

て、途中募集しています。 

（議長） 

随時そのようになっていくということもあったり、また固定のメンバ

ーでグループワークなどをしていくことでの達成感や、繋がりなどとい

うこともあるので、事業の中身の膨らませ方にも合わせていかれるのか

と思います。 

（松本委員） 

３つやっている人が２人、２つやっている人も８人以上います。そう

いう人に、どうしてか理由を聞いてみると 参加者が増えることに繋が

っていくのではないかと思います。 

（議長） 

多くなると抽選になるのですよね。 

（中央公民館主幹） 

基本的には抽選ですが、ここ１０年ほどは、抽選はやっていません。

天文クラブも大幅に人数が増えていますが、講師の了解をいただいて、

できるだけ抽選しない形で進めています。 

（議長） 

そうすると、だいたい希望すると通るということですので、毎週、公

民館か公民館講座に通っている子どももいるということですね。そして

なぜ、惹きつけられているのかというヒアリングをやってみると、とい

う話もありましたので合間に参考にしていただければと思います。 

（安達委員） 

「足」という点なのですが、バスだとどうしてもお金がかかると思う

ので、参加している子どものお母さんなどに「もしよろしければ、他の

子も一緒に近くまで乗せていってもらえませんか」などとお願いする形

にすると、一人でも遠い小学校などの子どもが参加すると、あと１人か

２人くらいは学校から参加できるのではないかと思いますが。 

（議長） 

「足」の問題というのは、それが子どもたちの学習機会に繋がってく

ると思いますし、その辺が私達の一番気になるところだと思うので、来

年度の事業に検討いただければと思います。 

（村元委員） 
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これは広報で募集するのですか。それとも学校を通してですか。 

（中央公民館主幹） 

学校でも対象の子どもたち一人に一枚届くような枚数を印刷して渡し

ています。ほかに広報や新聞、アップルウェーブなどを活用しています。 

（村元委員） 

学校の取り上げ方もあると思うので、そういう環境や雰囲気づくりな

どの演出もあるので必要だと思います。  

（高木委員） 

実際、春はものすごく多くのチラシやプリントなど一斉に来る時期で

す。その中から選択して見ることになると思うので若干、見落としとい

うのはあるかと思います。本当にたくさんの量の物が毎日のように配ら

れていくのが４月の状況です。それを一つひとつ整理して話をするとい

うことはなかなか出来ない状況にあるのが現状です。 

（議長） 

その辺を学校とうまく連携等をしていただきながら、「足」の件ももし

かしたら 少し学校の調整というのもあり得るのかと思いますので、検

討いただければと思います。 

続いて、その他の案件になりますが、弘前市立図書館等の指定管理者

の決定について、事務局から説明願います。 

（図書館長） 

弘前市立図書館・郷土文学館の指定管理者について、平成２８年第４

回議会定例会において、承認されましたのでその決定について報告しま

す。 

はじめに指定管理者の決定ですが、ＴＲＣ、アップウェーブ、弘前ペ

ンクラブ共同事業体が指定管理者となりました。 

そのグループの役割分担ですが、「ＴＲＣ」この正式名称は株式会社図

書館流通センターといいます。こちらが図書館運営、「アップルウェーブ」

が広報業務と地域との連携にかかわる事業、「弘前ペンクラブ」が郷土文

学館の運営に関する事業を役割分担としています。 

管理運営開始日は平成２９年４月１日からとなります。申請者からの

事業提案内容についてですが、これまで図書館が実施してきた事業を指

定事業としまして、それは必ずやっていただきますが、それに加えて次

の自主事業が提案されています。 

まず図書館については、児童用の POP、特別展示、書架の工夫、BM

移動図書館のルートの再検討、ゲームをする日、工作教室、ナイトコン

サートなどが提案されています。 

貸出冊数ですが、現在２週間６冊までとなっていますが、これを無制

限にしたいという提案が出ています。そのほか健康情報の提供、観光案

内コーナーなどの設置、オリジナルグッズの作成・販売、インターネッ
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ト・DVD 視聴コーナーの設置、自動販売機型のＷｉ－Ｆｉの設置、全国

の指定管理者との巡回展示、いろいろな市町村の特色ある展示物の交換

ということで巡回展示を考えています。 

まちライブラリーｉｎ弘前、これは、図書館だけではなく喫茶店や公

民館などに各自、個人的に本を持ち寄って、感想などを書いて、それを

また違う人に持っていって読んで、ちょっとした感想文を書きながら本

を楽しんで、街中本だらけにするという事業で、そういう取組を提案し

ています。 

「ビブリオバトル」、こちらは自分で読んだ本の紹介をして、例えば３

～４人が紹介をして、周りにいる人たちが、どの本が一番読みたくなっ

たかというバトルをするゲームのようなものです。 

「パスファインダー」、これは調べ方の案内のファインダーを設置する

ということです。 

調べる学習コンクール、デジタルサイネージ、これはデジタル表示に

よるいろいろな情報案内です。 

郷土文学館の提案は、アニメ・漫画・落語・音楽等に着目した展示を

したいという提案です。 

県の近代文学館とのネットワーク化、共通としては、市民講師による

講座、スタッフがおべさま検定を受講することも提案されています。ま

た、毎日のＦＭ放送、ボランティア団体との連携、外国人への情報提供

なども提案されています。 

指定事業ですが、これは現在行っている図書館の事業です。こちらも

含めての事業展開を期待したいと考えています。 

（議長） 

この件に関しまして、何か質問等ありますか。 

（高木委員） 

自動販売機型 Wi-Fi は、お金を入れると何か出てきて、通信できると

いうことですか。 

（図書館長） 

自動販売機と Wi-Fi の機器がセットになったもので、飲み物の代金の

一部が Wi-Fi の経費となることで、そういう Wi-Fi 付きの自動販売機を

設置したいという意向です。 

（高木委員） 

それを買うとその付近で、ということですか。 

（図書館長） 

販売機を設置すると図書館全体にはなりませんが、だいたい３０ｍく

らいの範囲で。 

（議長） 

民間活力を導入するということでより良い図書館になるように期待し
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ていきたいと思います。チラシの案内はよろしいですか。 

（図書館長） 

指定管理者に移行するということで、ＰＲも含めまして図書館がどう

進化するのかをお知らせするために、「図書館市民フォーラム」を２月２

５日、土曜日に開催します。午後１時３０分から、午後３時４５分。場

所は駅前、ヒロロの４階の市民文化交流館ホールです。 

内容は青森市に在住で音楽ライターのオラシオさんです。元、青森市

の市民図書館に勤めていたという経験もありまして、いろいろな図書館

の話をしていただくことになっています。それからパネルディスカッシ

ョンとして、どのように図書館が進化するのかという内容で進めていき

ます。図書館がどう変わるのか、いくつか体験的なものとして先ほど説

明しました「ビブリオバトル」、「図書館市民コンサート」、郷土文学館で

は朗読の提案も出ていますので、市民の「朗読のある風景」の３本立て

で事業を展開していきたいと思っています。時間がありましたら、お越

し下さい。 

（議長） 

その他の案件は以上とします。 

短時間ですが、社会教育委員として８月以来、半年になるわけですが、

皆様それぞれの活動をされてみて感じていることやＰＲなど、そういう

ことを情報交換ができればと思います。会議に出ているだけではなく、

それぞれ皆さんの立場があって委員になっているので、そういうことも

含めて話していただければと思います。 

（村元委員） 

この会報のことで去年、随分何かあったみたいですが、どういうこと

になったのでしょうか。寄付を集めたり・・・ 。 

（事務局） 

それに関しましては、こちらの方にはまだ情報は入っていません。 

（村元委員） 

私も婦人会を長年やっていますが、本当に大変です。おかげさまで予

算をいただいているのでそれを有効にということで。リーダー育成とい

うのが本来の目的ですが、一番の要のリーダーを見つけることがなかな

か大変。それは私達だけではなく、どこの町会も公民館も同じだと思い

ますが、その中にいる１人でも２人でも理念を持っていれば、続くので

はないかと思います。 

やはり高い所を見て勉強することが必要だと思います。去年、私たち

は函館に新幹線を利用ということで行ってきましたが、女性パワーのす

ごさを見て圧倒されて帰ってきました。自分たちで映画を招致していて、

それが女性のパワーなんですね。そのためにはそれを教育するための高

いレベルのものがなければ自分たちだけではできないのではないかと思
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うので、ぜひ婦人会のグループに任せるのではなくて、それを指導する

ようなシステムで私たちを教育してほしいです。 

（議長） 

先ほども関係者への研修の広がりということが松本委員からも出てい

ましたが。 

（松本委員） 

チラシを配布しましたが、３月４日に「大学生と子どもの貧困 広が

る居場所づくり」ということで、シンポジウムという名前を付けていま

すが、実際シンポジウムという堅苦しいのではなく、弘前市内外で子ど

もの貧困に関わるような団体や関心のある方々を招いて、情報交換をす

るというニュアンスで考えていましたので、もし関心のある方がいまし

たら参加いただいたり、周りの方々に声をかけていただければと思いま

す。 

（阿部委員） 

青少年健全育成という言葉が社会教育関係団体の中でよく言われてい

ます。もちろん、町会連合会やＰＴＡでもそういう委員会がありますし、

関わっている団体が弘前市に沢山ありますが、一生懸命に活動していま

すが、それぞれ１人１人が活動しています。みんな一堂に会して意見を

述べるとか、状況の情報いただくという場が今のところは無いので、そ

ういう場があればいいという思いがいつもあります。地域でもあります。

学校はもちろんですが。警察とか補導協などの委員がたくさんいるので、

様々な方から様々な情報を得れば、何か健全育成のための手段・方法が

見つかるかなと。一回、全部関係者を集めた会合が欲しいと思います。 

（議長） 

あと、情報交換ですよね。そういう場があればという話でした。 

（阿部委員） 

イベントや行事をやればいいということではないし、実情を知ること

がまずは一番大切なことですね。 

（高木委員） 

私は小学校の教員ですので、小学校の実情や現在抱えている問題、親

御さんの問題であるとか、子ども自身の問題だとか、ここにある子ども

の貧困については感じるところがあります。保護者の貧困が子どもに与

える影響が出てきているのではないかと思います。また、地域について

も非常に協力的な方もいる反面、どんどん裾野が狭まっていくような気

がしてします。学校でも協力しながらやっているのですが、今度、学校

が入りすぎると地域がなかなか育っていかない。そのしわ寄せが教頭先

生にきたりするということで、私たちの学区でもそこをうまく調整しな

がら地域に支えられながら今やっているところですので、ぜひ公民館や

生涯学習課の方にも協力いただいて、運営委員会というのが今度できる
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そうなのでそちらでも何とか助言いただければと思っています。よろし

くお願いします。 

（平井委員） 

私はこういうのが初めてでして、勉強してからまた、発表や意見を出

したいと思います。 

（安達委員） 

私も専門的な知識がないため、一生懸命に勉強しながら頑張りたいと

思います。 

（成田委員） 

担当される部署は、予算は削られても事業をやらなくてはいけないと

いうことにとても大変さはあると思います。予算が少ない中で、どう魅

力ある事業をやっていくかとなると、やはり他の部局との連携や、まだ

予算がついたり高い補助が付く所と連携してできないだろうか。もちろ

ん教育の場として学校でもやっているが、学校でもう少しこうやりたい

と思っている所と一緒にやっていくと、難しいとは思いますが、削られ

てもむしろそこで考えて、いい事業が展開されることに繋がってほしい

と思います。 

先ほどいろいろなメニューがあっても、「足」の問題などで行きたいと

思っていても行けない、もちろん「足」の問題もあり、親御さんの考え

方もあるわけです。そこも貧困と掛け離れているかといえば、絶対そう

ではなく送り迎えできるほど、時間がない親御さんもいるわけです。そ

ういう子どもたちにはどうやってそれを届けるのかというところをみん

なで考えるといい方法が見つかるのではないかという気がしています。

ぜひ、期待したいと思います。 

（原子委員） 

私は中学校の教員として社会教育というものにこの委員になって携わ

り、いろいろ勉強させていただきました。こんなに沢山のことをされて

いるのだと、それぞれの担当の部署の方々のご苦労というのを改めて感

じています。あまりにも学校の教員は、教育という名の下に仕事をして

いる立場でありながら、社会教育というのを知らないなということを知

らされたと思います。子どもたちだけでなく、大人も我々自身も成長し

ていかなくてはならないということから考えて今、話をされているよう

な社会教育というものを学校教育も全部含めて、地域のコミュニティの

成長も含めてどうしていくべきかという大局的な見方というのはとても

大事です。そして、それを支えている各部署がどう連携していくかとい

うのを、もう一回見直して、みんなでやらないと特に教員はよく分かっ

ていないなということを改めて勉強させられました。 

（議長） 

今日、ちょうど予算編成もあった後ということで、いろいろ予算に裏
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付けられた事業というのも説明されたと思いますが、１月に福島県の福

島市近郊の伊達市という所から呼ばれまして、相談にのって欲しいと言

われました。 

そこはひとつの公民館で、地域の自治協議会が担っていますが、１つ

の公民館で年間予算が８００万円あり、この８００万円が使い切れなく

て困っているという話でした。イベントを沢山やると確かにお金は消化

できるが、果たして本当にそれが公民館のする仕事なのか。公民館はも

っと人をつくっていくという時にどうやってそのお金を有意義に使って

いけると良いのかというようなことで、他では聞かない悩みですと答え

てきました。実際本当にそうで、一つの事業を単発的にたくさん行うと

いうだけではなく、そこで子どもたちがどう育っていっているのか、ど

うやったら繋がっていくのかというようなことに視点を広げて、考えて

いただければいいと思っています。 

もう一つ、最近は子どもだけではありません。例えば、高齢の方々は

地域の中で生活しているので、ウォーキングの途中に公民館があり、そ

こで少し休憩して話していくことが、実はそれが健康づくりに繋がって

いくなど、そういうような地域の起点というものが「公民館」となって

いくということもあります。本当に社会教育の対象とするのは子どもだ

けではなく、その辺に少し視野を広げて大きく考えていかなければいけ

ないということもありますし、エリアレベルで考えていかなければいけ

ない課題というものにも視点を向けることができるようにと思っていま

した。その辺は今度、地区公民館の事業とも関わってくると思いますの

で、その辺にも皆様に意見をいただければと思います。 

こういう中身を含め、社会教育委員の会議だけではなくそれぞれ、地

域の中でいろいろ活動されている委員の方々が集まっていることでは、

こういう時間も少しずつとっていけるといいと思っていますので皆様も

よろしくお願いいたします。 

本日の議事についてはこれで終了とさせていただきます。ありがとう

ございました。 

（生涯学習課総括主幹） 

ありがとうございました。 

これをもちまして、平成２８年度 第３回弘前市社会教育委員会議を

閉会いたします。本日は大変お疲れ様でした。 

その他必要事項 

・会議は公開 

・傍聴者なし 
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