
報告事項７  

 

第34期（第１回及び第２回）神戸市社会教育委員会議について  

第34期（第１回及び第２回）神戸市社会教育委員会議について、以下のとおり報告

する。  

平成２９年６月５日提出  

神戸市教育委員会  

教育長 雪 村 新 之 助  



議長 

副議長 

 第３4期 神戸市社会教育委員名簿  （平成２８年１２月１９日現在） 

（任期：平成２８年８月２７日～平成３０年８月２６日） 

区分 氏  名 役 職 名 任  期 

学校 

教育 

関係者 

ﾏｴﾀﾞ  ﾕｷｺ

前田 由紀子 

神戸市立小寺小学校 

校長 

２期目 

社 

会 

教 

育 

関 

係 

者 

ﾔﾏﾊﾗ ﾏﾕﾐ

山原 真由美 

神戸市ＰＴＡ協議会 

会長 

２期目 

ﾀﾏﾀﾞ ﾊﾙﾖ

玉田 はる代 

神戸市婦人団体協議会 

会長 

４期目 

ﾅﾝﾍﾟｲ ｴｲｲﾁ

南平 榮一

特定非営利活動法人こうべユースネット 

顧問 

４期目 

家庭 

教育 

関係者 

ｲﾉｳｴ ﾏｷｺ

井上 眞規子 

西須磨中部地区民生委員児童委員協議会 

会長 
４期目 

学 

識 

経 

験 

の 

あ 

る 

者 

ｻｲﾄｳ ﾕｳｺ

齋藤 優子 

生活協同組合コープこうべ 

コープこうべ教育学習センター

担当係長 

１期目 

ｶﾜｼﾏ ｴﾐ

川島 惠美 

関西学院大学人間福祉学部 

准教授 

４期目 

ﾊﾅｵｶ ﾏｻﾋﾛ

花岡 正浩 

一般社団法人神戸経済同友会 

顧問 

４期目 

ﾏﾂｵｶ ｺｳｼﾞ

松岡 広路 

神戸大学大学院人間発達環境学研究科 

教授 

４期目 

ｻｲﾄｳ ｾｲｲﾁ

齊藤 誠一 

神戸大学大学院人間発達環境学研究科 

准教授 

４期目 
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第３４期 (第１回 )社会教育委員会議次第 

日時：平成２８年１２月１９日(月) ９：３０～ 

場所：市役所３号館８階 教育委員会室 

１．開 会

２．社会教育部長挨拶

３．議事・報告事項

(1) 第３４期神戸市社会教育委員会議  議長・副議長の選出について

(2) 第 33 第６回議事録(要旨)の確認について  資料１ 

(3) 総合教育会議について  資料 2 

(4) その他

① 公民館における ESD の取組みについて(生涯学習課)  資料 3 

② 学校図書館について(生涯学習課)  資料 4 

③ 神戸のスポーツ振興について(スポーツ体育課)  資料 5 レジメ 

④ 茅葺き屋根とふれあう月間について(文化財課)  資料６チラシ 

⑤ 特別展について(博物館)  資料 7 チラシ 

⑥ 予約図書受取コーナー設置ついて(中央図書館)  資料８ 

４．閉 会 

生涯学習のマスコット

「マナビィ」

学ぶ・活かす・つながる

～そして、明日の神戸～
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第３４期（第１回）神戸市社会教育委員会議議事録（要旨） 

 

１．日 時：平成２８年１２月１９日（月）９：３０～１１：００ 

２．場 所：神戸市役所３号館 ８階教育委員会室 

３．出席者： 

 (1)社会教育委員６名（松岡委員、玉田委員、川島委員、花岡委員欠席） 

 (2)事務局 

日下社会教育部長、宮﨑生涯学習課長、森本首席指導主事、千種文化財課長、 

鎌田担当課長（中央図書館）、小野田課長（博物館）、上田スポーツ体育課長 他 

４．開 会：生涯学習課長 

５．挨 拶：社会教育部長 

６．議 事： 

(１)第３４期神戸市社会教育委員会議議長・副議長選出について 

 （事務局）第34期社会教育委員会議の議長・副議長として、どなたか推薦はあるか。 

 （委 員）本日会議には欠席されているが、引き続き松岡委員に議長をお願いしてはどうか。 

 （事務局）只今、議長として松岡委員を推薦するとあったが異議はないか。 

 （委員一同）異議なし。 

 （事務局）続いて副議長としてどなたか推薦はあるか。 

 （委 員）齊藤誠一委員を引き続き副議長として推薦したい。 

（事務局）只今、副議長として齊藤誠一委員を推薦するとあったが異議はないか。 

（委員一同）異議なし。 

（事務局）それでは、松岡委員は議長、齊藤誠一委員は副議長にご就任いただく。 

(２)第３３期第６回議事録【要旨】の確認について 

（事務局）資料１により、前回の会議議事録（要旨）について説明 

（副議長）説明のあった会議議事録（要旨）について、質問、意見はあるか。 

（委員全員）質問、意見なし。 

(３)総合教育会議について 

（事務局）資料２により、神戸市総合教育会議での「教職員の多忙化対策」に関する協議概

要について説明 

（委 員）「総合教育会議通信」②にあるＫＥＭＳの運用は今年度で終了とあるが具体的に説

明いただきたい。 

（事務局）神戸市の環境マネジメントシステムのことであり、環境に配慮した事業者として

の具体的な取組みを示した、例えればＩＳＯの神戸市版のようなものである。 

   当初、本庁舎ではＩＳＯの基準に従って、運用が非常に大変な中、何年か取り組むこ

とでかなり浸透してきたので一旦これを終了した。区役所とか外郭団体では若干それの

簡略版的なものとして、例えば水・電気・コピー、調達物品含め、環境に配慮した取り

組みを進めており、これをＫＥＭＳと呼んでいる。 

   教育委員会に関しては、本庁の事務局が取り組むものと各学校が取り組むものがある

が、各学校が本庁と同じことをするのは大変だということで、何年か運用してきたこと

でＫＥＭＳがかなり浸透してきたこともあって、この際終了したらどうかとの提案があ

ったものである。 

（委 員）「総合教育会議通信」③にあるスポーツ活動・部活動については、青少年活動とい

つもバッティングするが、これに関するアンケート件数の436件は意外な位少ないなとい

うのが感想である。教員の多忙化の理由として、部活の運営等に時間を取られているか

らかと思っていたが、教員が思う印象としては少ない。社会の中で青少年団体が活動を

受けれる口は幾らでもあると思っている。 
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   普段の部活動の中で、教員からは「休んでいるとレギュラーメンバーに入れない。」と

の言葉が聞かれたり、絶対土日も含めて出勤しないと子供たちがやりたいことを正確に

しっかりとできない状況となっているにも関わらず、他の事で教員は忙しいなという感

想である。 

   スポーツの世界が勝ち負けに拘っているようではだめで、一方で保護者の考え方もあ

り難しいところではあるが、週１回、部活動を止めてもらって、その機会を子供たちが

他のことに目を向けることに使う方が人間的にも成長できるのではないかと思う。 

（事務局）今現在、教員のこういった協力があって、子供たちが好きなスポーツをできてい

るわけだが、本来教員がやるべきことを十分に行えているかどうかの問題もあって、検

討会を随時開いている。例えば子供が体育の授業でできないことがあって、学校がそれ

を放課後で指導したいにも関わらず、部活動があってなかなかそこまで力が及ばないと

いう課題も含めてあるので、よく考えながら、子供たちのスポーツの機会をどういった

形で提供できるのか、年度末までにその方向性を議論したい。 

（副議長）「家族が熱い一週間」を中学校ではできない。例えば休みの期間中殆ど部活で、家

族行事ができるのはほんの数日間だけが現状のような気がしている。教員が自分の家族

とどういう風に付き合っているのか、教員も家族を持った社会人という認識を持って、

ある程度そういったことに時間を取る意識を持った方がいいのかなと思う。 

（委 員）教員が会計など雑務で時間をそんなに取られている実態を皆は知らない。もっと

ＰＲしてもいいのではないか。ラジオで大阪市では教員が給食代の徴収に時間を取られ

過ぎているとか聞いたが、極端なことを言うとそれ専門の部署を作るとか、外部に委託

するとか、それの方が人間関係が無いからお金だけのことで割り切れる気もするので、

給食代を払わないことが間違っているのだから、一般社会の常識に訴えていくことが良

いのではないか。 

（委 員）昔の教員には、前はこうやっていたという固定観念に囚われ過ぎて、年代的なも

のや時代的なもので変化を受け入れられない方もいるのではないかと思う。代々教員で

あったり、家族皆が教員であったりして、この時はこうしていたとか、やっていたこと

を綺麗ごとの様に捉えてしまう。今は時代が違っているという視点で、教員も固定観念

をなくして専門職に任せるとか、教員からも発信しても良いと思う。雑務も必要ではあ

るが、教員の本来業務は何かというと、教育的な視点と指導的な視点をきちっと発揮し

てもらうことが一番望ましいことだと思う。事務的な仕事が複雑化している時代になっ

たということを、教員も含めて地域にも発信していいような気がする。わざわざ会見を

開く必要は無いにしても、徐々に徐々に浸透していくようにすれば、これは教員の仕事

じゃないから保護者としても別の所にお願いしようとか意識が変わるかもしれない。 

（委 員）先ほどのＫＥＭＳの件だが、大変良い取り組みであり学校としても何年間は頑張

ってきたとは思うが、事務的な仕事がかなりあって、また、普段余りそういうことをし

たことがない教頭の業務になってしまっている。学校でＫＥＭＳ関係で出来ることは一

応限界までは頑張ったなというところであるので、これにて終了になったのかなと思う。 

それからスポーツ活動について、小学校も土日に色んな大会があって、それに参加した

い子供がいたら、教員としても子供のためということで朝練を８時から毎日やって、土日

は引率するというようなことを続けている。特に小規模校では教員が少ないため、同じ者

が毎回引率していて、結局休みが取れないのが現状である。 

   それでも他の学校も頑張っているので、やらないわけにはいかない、やりたい子がい

るのでやっぱりしないといけないとか、そういう思いで日々無理しながら頑張ってる現

状なのかなと思う。 

（副議長）どこかが止めないとずっと続くのではないか。 

（委 員）個人や民間団体などが主催しているものに、教員が良かれという感情的なもので
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付いて行くのではなくて、学校教育の中で必要なものであれば教員がフォローすること

は堂々と言えるが、少年団を含め今までの流れ、経過や歴史を知らないまま、教員に負

担だけがいって、無理なところまで来ている現実がある。 

地域での放課後の子供の活動とか土日の活動に協力していると、本当に大変だなと教員

も思うので、主催者がどこかによって、ある程度のラインを引くことは凄く大事じゃない

かなと思う。民間とかＮＰＯ法人とか主催で良かれと思う活動があれば、それはそこにお

任せして、保護者には同意書を書いていただいて、学校とは関わらないとしないと、教員

はいつまでも引っ張られる状態になるので、誰かが勇気ある一歩を踏み出すことがとても

大事ではないかなという気がする。民間団体が主催する行事は、結構他とかち合うことも

あるが、自分のところの行事のことしか考えないでこれに子供を参加させてくださいとな

ると、教員は責任感があるのでどうしても付いて行くことがあると思う。 

   主催者団体がどこかを考えて、一定のラインを引くことは必要なことじゃないかと思

う。 

（委 員）部活動に関しては、小学校では多くの子供が希望するので教員は大変だと思う。 

中学生の部活動は入学から３年間やり遂げることも教育的な部分であり、学校もそう指

導されている。教員が新たな学校に赴任して専門職でないところの部を担当される場合の

負担も考えられるし、別の部分で部活動を通して得られる色んな勉強になること、３年間

やり遂げたことの達成感であったり、できないことができたときの喜び、チームプレーと

か上下関係とか、中学生の部活動で勉強になることも沢山あるということも考えられるの

で、それをドライに外部に委託してＯＫという場合もあれば、やっぱりあの教員だからこ

そという部活動もあったりで、なかなか一概にはいかないと思う。教員が部活動に専念い

ただいているところは保護者としては本当にありがたいと思う一方、そのために教員が

18 時からしか仕事ができないというところは、保護者としてもジレンマも感じるところ

であり、真剣に考えていかなければならないのではないか。 

（委 員）私の子供も中学３年間は吹奏楽部に入っていて休みは無かった。大きい学校につ

いては、顧問が二人体制の場合は交代で休むこともできるかと思うが、勝ち負けが入っ

てくると、教員が休みをくれないこともあるかと思う。国でも調査が進んでおり、週に

一回は休みを取ることを社会的にオーソライズすることも必要かなと思っている。 

   部活動が過密することによる、子供たちの生活や教員の社会人・地域人としての生活

への影響ということも、我々も職業人として学校や地域に関わるという視点を持って考

えていかなければならないことなので、こういった動きを通しながら、社会としてどう

いうルールを作っていくかということで、少しクールダウンすることも必要かと思う。 

７．報告事項 

（１）公民館におけるＥＳＤの取組みについて 

（事務局）資料３により、目的及び当面のスケジュールについて説明 

（副議長）公民館での従来の講座とどう違うのか。 

（事務局）講座自体を大きく変えていこうというよりも、講座自体に意味合いを持たせてい

こうということで、講座の中にＥＳＤの考え方を取り入れていくような形にしてみよう

ということである。今まで講座というと単発で開催して終わりみたいなことであったが、

持続可能な社会という、なかなか子供にとっては理念を捉えるのは難しいところはある

けれども、そういった価値観が身に付くような格好でできないかということで、講座の

内容も少し工夫して、そういうことに結び付けるような形で進めていく。拠点公民館と

申し上げたのは、ここには社会教育主事がいるので、そこを中心に講座の内容を考える

という取組みで、未だ端緒についたところといった状況である。 

（委 員）コープこうべでもＥＳＤのスタディツアーに登録させていただいている。ただ、

ＥＳＤのプログラムとして作ってはいないけれども、社会の持続可能性ということを考
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えたときに関連するかなというようなものを登録させていただいている。 

  そういう視点でいうと、公民館での既存の講座の中にも、「そば打ち体験」などは非常

にＥＳＤに繋がるかなというようなところもあると思う。食の知識とか技術とか文化と

いうものが急速に伝えられなくなっていて、それによって地域の物を食べるとか、食の

言葉を繋ぐとか、地域の行事を巡る料理を受け継いでいくことが難しくなっている。料

理教室を開いたときに、レシピに「びっくり水」と書いてあったが、若いおかあさんか

ら「びっくり水」が家に無いからコンビニに買いに行ったら、店員さんから「今切らし

てます。」と言われたと、素麺業界共々私にはショッキングな出来事として残っている。 

 そういった文化を繋いでいくということによって、地域の活性化であったりとか、日本

の食が続いたりとか、それが持続可能であるかどうか、社会の持続可能性に繋がるという

ことも視点としては幾らでも言えると思う。新しいことを作らなくても、今の既存の講座

の中にそういった学習要素を入れるということで、子供たちの学びは各段に広がっていく

ということを考えているし、今、神戸大学の学生も参加しているが、魚の三枚おろしを体

験してもらいながら、兵庫の漁業や海の現状について学んでもらうプログラムに３年間取

り組んでいる。学生からは兵庫の海を守っていかなければいけないし、自分が魚を食べる

ことを通じて漁業とか生産を守っていくということが大事だとの気付きをいただいてお

り、そういうことに繋がっていくこともあるかなと思う。 

  （副議長）単に技術の学習ではなくて、素材を通して色んな観点から学んでいくことで、何

らかの継承の形を取っていくようなものなのだろうか。 

（委 員）皆が魚をおろせなくなって、食べなくなって、米離れも進んでいるけれども、食

べないと何が起きるのかなということを学んでもらって、「米を将来食べられなくなった

らどう思う？」と訊いたら、それは嫌だから米を食べると言う。 

   これはＥＳＤの一部であって、福祉とか環境、平和全てに共通するけれども、「これが

無くなったら皆どうかな？」と訊いたときに、やっぱりそれは困るというのを私はベー

スにしている。 

（事務局）岡山が割とＥＳＤが進んでいるということであるが、ＥＳＤは「良いものを子子

孫孫の代まで」と説明されており、私もそういう理解で良いのだということを思った記

憶がある。やっていることは余り変わらなくても、意味合いを少し替えて言ってあげる

ことで、こういうことに繋がっていると気付きが生まれてくる。 

（委 員）大上段に構えて、ＥＳＤ講座といっても誰も来ないので、大事なものや地域の宝

ものを見つけるとか、そういったところだと思う。 

（２）学校図書館について 

（事務局）資料４により、学校司書の配置状況について説明 

（委 員）本校はこの 10 月に学校司書が配置されたが、本当にありがたく思っている。そ

れまでは一担任が図書の係の教諭ということで、図書室を休み時間ごとに開けて、子供

たちの図書の貸出しに対応できればいいけれど、それができなくて週２回の休み時間し

か実際に図書室を開けることができず、普段は施錠している状態であった。司書が配置

されてからはずっと開けて、いつでも子供たちに貸出しができるようになり、加えて図

書室のレイアウトとかも格段に良くなって、図書室に行く子供が非常に増えた。 

   国語の授業との協力もできるようになり、非常にありがたいことで、長く続けていた

だきたいし、他の学校でも早く配置ができればと思っている。 

（委 員）様々な分野で専門家というか、そういう能力のある人を入れていかないとだめで

ある。子供たちから見ても、教員だけではなくて、色んな人が身近にいることは凄く大

事なことだと思う。 

（副議長）学校図書館のレイアウトなどの経費は学校から出るのか。 

（事務局）当課で負担できるのは図書の購入費であり、備品関係になるとそこまでまわらな
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いのが現状である。 

  （副議長）これはとても良い制度なので、前に進めていただくということでよろしくお願い

したい。 

（３）神戸のスポーツ振興について 

（事務局）神戸市出身或いはゆかりのあるアスリート、神戸市出場団体などのオリンピック

や全国大会での成績等活躍状況の報告、並びに資料に５により、今後開催予定の大規模

スポーツイベントに関連する神戸市のスポーツ振興策について説明 

（副議長）今後、沢山イベントが予定されているので、その都度ご報告いただきたい。 

（４）茅葺屋根とふれあう月間について 

 （事務局）茅葺民家の棟数減少や維持管理の難しさ等、神戸市内の茅葺き民家の現状、並び

に資料６により、神戸市北区での「茅葺屋根とふれあう月間」開催イベントについて説

明 

 （副議長）これも充分ＥＳＤである。 

 （委 員）ノロウィルスが出たということで、餅つきが全国的に中止になったりしており、

私の近くの二つの地区では餅つきをしたが、隣の校区では、何かあった時に誰も責任を

取りたくないということで即中止になった。除菌スプレーをしながらとか、ビニール手

袋で餅を丸めるとか、熱いところでスプレーや手袋をすれば安全という若い考え方があ

って、それが餅つきなのかと言って、時代を繋いできた高齢の方達が、その時々で十分

考えて手を洗いながら、熱い湯を通しながら、人の手で餅を丸めたと聞いている。 

何かが起きると皆がふっと身を引くとなると、次の一年止めてしまえば、それ以降、

人を集めること、人員を確保することは難しいと思った。 

 （委 員）前回の議事録で高校のコミュニティスクール化が出ていたと思うが、高校生は色

んな場所から通学しており、学校がある半径５㎞とか、そういったことでは難しいと思

うが、高校生が神戸ならではの文化であったり、残すべきものについて学んで、それを

本当に残していくべきなのか、残していくべきとしたらどのようなことをしたら人が気

付いてくれるのかとか、そういったことを考えて地域の人達とプロジェクトを組んでい

くというようなことも、高校生のレベルで言えば、コミュニティスクールというか、地

域との連携ということで考えられるかなと思う。先ほどのＥＳＤと切り分けずに、色ん

な視点でやっていくことで色んな人が関わってくれる要素にもなるのかなと感じた。 

（５）特別展について 

 （事務局）資料７により、市立博物館の特別展「古代ギリシャ」の展示概要について説明 

 （委 員）今後、博物館がリニューアルされるとのことだが、この４月で休館するのか。 

 （事務局）平成30年２月４日から休館し、平成31年11月位を目途に開館したい。博物館がで

きたときの開館日が11月３日なので、それに合わせて１年半程度休館するが、かなり生

まれ変わった姿をご覧いただけたらと思う。 

（６）予約図書受取コーナー設置について 

 （事務局）市立図書館の設置状況、図書館サービスの概要、並びに資料８により、灘区にお

ける予約図書受取コーナーの設置について説明 

 （委 員）予約した図書がなかなか受け取れないとの説明があったが、私自身去年の10月に

予約申込した本がまだ届いていない。 

 （事務局）その図書に恐らく何百件もの予約申込が入っているのではないかと思う。 

 （委 員）冊数は結構あると思うが。 

 （事務局）出版社から図書館が沢山本を買うから本が売れないとの批判をいただくので、購

入に上限を設けている。 

 

８．その他 
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 （委 員）先ほどの教職員の多忙化アンケートの中で、一点気になるのが、２年目、３年目

の大事な研修を、忙しいことを理由に行かないとあった。バランスを取るのは難しいと

思うが、２年目、３年目は一番大事な時だと思うので、これは何としてでも行ってもら

うような調整を是非して欲しい。そこから知恵が出てくるのではないか。アンケートで

の多忙化の理由の一つとして出されるのはどうかと感じた。 

 （委 員）若い教員の研修についてもそうだが、多くの校長や教頭等、団塊の世代が退職さ

れている中で、中堅の教員もすごく少ない状態になっており、若い教員も熱意を持って

頑張っているが、やはり先輩から学ぶ機会が減っていると思う。保護者としては、多く

の経験豊富な教員が退職されて、若い教員が沢山入ってこられるのは少し不安な部分も

ある。 

    もちろん若い教員についても尊敬しつつ応援していきたいのは地域の思いではあるが、

教員には永く活躍していただくためにも、若い時に研修であるとか、教員をサポートし

ていくことで、教員として成長していただきたい思いがあるので、そういったことのシ

ステム作りにも努めていただきたい。 

 

９．閉会 

 （事務局）長い時間ありがとうございました。次回の会議は３月頃の開催を考えているので、

あらためて日程調整させていただく。 

 

【以上】 
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第３４期 (第２回 )社会教育委員会議次第 

 
日時：平成２９年３月２８日(火) １６:１５～ 

場所：市役所３号館８階 教育委員会室 

 
 
１．開 会 
 
 
２．議事・報告事項 
 

(1) 第１回会議議事録（要旨）の確認について        資料 1  

 

(2) 神戸市立公民館利用者アンケートについて        資料２  

 

(3) 平成２９年度教育委員会予算案等について        資料 3  

 

(4) その他 

① 神戸のスポーツ振興について (スポーツ体育課)   資料４  

 

② 神戸市指定文化財の指定について (文化財課)    資料５レジメ  

 

③ ２９年度開催予定の展覧会について (博物館)    資料６ﾘｰﾌﾚｯﾄ  

 

④ 神戸市立図書館の２９年度のトピックス (中央図書館)   資料７  

 

 

３．閉 会 

 

生涯学習のマスコット 
「マナビィ」 

学ぶ・活かす・つながる 
～そして、明日の神戸～ 
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 第３４期（第２回）神戸市社会教育委員会議議事録（要旨） ※未定稿 

 

１．日 時：平成２９年３月２８日（火）１６：１５～１７：３５ 

２．場 所：神戸市役所３号館 ８階教育委員会室 

３．出席者： 

 (1)社会教育委員９名（川島委員欠席） 

 (2)事務局 

日下社会教育部長、宮﨑生涯学習課長、森本首席指導主事、千種文化財課長、 

鎌田担当課長（中央図書館）、小野田課長（博物館）、上田スポーツ体育課長 他 

４．開 会：生涯学習課長 

５．挨 拶：社会教育部長 

６．議 事： 

(１)第３４期第１回議事録【要旨】の確認について 

（事務局）資料１により、前回の会議議事録（要旨）について説明 

（議 長）説明のあった会議議事録（要旨）について、質問、意見はあるか。 

（委員全員）質問、意見なし。 

(２)神戸市立公民館利用者アンケートについて 

（事務局）資料２により、市立公民館７館での平成28年度公民館利用者アンケートの実施と

アンケート結果について説明 

（議 長）アンケートはどういう形で配布されたのか。配布母数とか割合はどうか。 

（事務局）講座開催時や講演会時にアンケート用紙を配布・回収したり、各公民館が配り易

いタイミングで利用者に配布した。なお、様式は統一したものを使っている。 

（議 長）そうすると属性とか住所とか、配布してアンケートを返してくれた方はこういう

人達でしたという結果だけで、配布しにくい人達に対して、例えば自主活動グループで

公民館からサッと帰ってしまう人達には、もしかしたら配布されていない可能性がある。 

（事務局）配布先は講座・講演会に来られた方への偏りが強く、登録グループや作品展で来

られた方への配布数は少なかったので、そこは今後変えていきたいと思っている。 

（議 長）資料９ページの利用者住所の結果について、他の公民館と異なり、清風公民館の

利用者は多方面から来られているが、同公民館の全体的な満足度は他の館と比べて高く

ない。これは何故なのかということを少し考えないといけないのかもしれない。 

これから多様な人達が公民館を利用するために、公民館としてどの様に対応していくべ

きなのか、清風は拠点館ではないので、なおさらどうしていくのかを考えないといけない。

今後の検討をお願いしたい。 

（委 員）アンケート用紙は、神戸婦人大学や神戸市シルバーカレッジにも配布しているの

か。 

（事務局）各20部郵送しているが、受講生に個別に配って回っているわけではない。他の社

会教育施設にも各20部程度送付しており、全体では92,000部配布している。 

 （副議長）せっかくデータを取っているので、もう少しクロス集計をしたり、細かく分析す

ると、このアンケート結果以外にも見えてくることがあるかもしれないので、できるの

であればやってみてはどうか。 

満足度についてはどの公民館も、かなり満足と満足を足して90％を超えているので、ほ

ぼ達成できていると思う。 

 （議 長）アンケート結果は報告書として公表するのか。 

（事務局）アンケート結果を各公民館に返し、これを元に各公民館職員が新年度の運営の形

を作っていく。 

 （議 長）それでは対外的に公表されるものではないということだな。 
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 （委 員）トイレに関しての要望が多いように思うが、洋式にして欲しいとか、綺麗にして

欲しいとか、そういった声に応える予定はあるのか。 

 （事務局）随時対応していく。但し経費が係ることなので、いきなり全部を新しくはできな

いが、できるところから改修工事を実施しているところである。 

（３）平成２９年度教育委員会予算案等について 

 （事務局）資料３により、平成29年度の教育委員会予算の主要事業について説明 

  （委 員）管理職の処遇改善とあるが、教育委員会ではどの職から管理職となるのか。 

  （部 長）教頭職以上である。 

  （委 員）学力調査は神戸市で実施しているのか。 

   （部 長）全国学力・学習状況調査は神戸市でも実施しているが、これとは別に神戸市独自

で行う学力定着度調査である。 

   （委 員）ちなみにランクはどの程度か。 

   （部 長）科目によってばらつきはあるが、全国平均よりやや上である。 

  （議 長） 神戸市の学力定着度調査について、きめ細やかな学習指導を行うと書いてあるが 

本当にこの目的でやっているのか。もしこの目的でやっているのであれば、成績を出す必

要はない。この調査は、各学校間の教育環境をどう整備するかという目的で実施している

のではないのか。 

 （事務局）全国学力・学習状況調査は、小学６年生と中学３年生を対象としており、その間

の経緯を把握していくために、小学４・５年生、中学１・２年生と継続してやっていく

という意味があると思う。 

 （議 長）その場合も学校の組織全体としての、或いは特定のエリアの全体としての教育環

境をどう整えていくかの目安として行われているわけで、きめ細やかな学習指導という

表現は、少し誤解を招くんじゃないかと思っている。これをやると学力テストに対する

批判で、個人の競争意識を煽らせるとか、クラス単位での競争意識を煽らせることにな

りかねなくて、問題のあることになるんじゃないかと推察するので、また検討しておい

て欲しい。   

     学校教育の人材に対しては、かなりサポートする内容の事業が出されているが、社会

教育関係の人材に対してサポートする事業が重点施策に挙がっていないので、是非入れ

ていただければと思う。 

  （委 員）社会教育の予算は施設ごとに付くのか。 

  （事務局）施設ごとに予算要求しているのが普通であるが、ざくっと全体を見てその中で直

していくものもある。この施設を直すと明確にしていれば、その施設に対して予算要求

していくのが本筋なんで、雑多な修理みたいなものはざくっと予算が付いている。 

  （議 長）例えば生涯学習の重点的な４つの柱ごとに予算を整理整頓すれば、どういう風に

に予算が組まれているのかが見えてきていいかなと思う。 

  （委 員）予算が付いているかどうかで、どこに力が入っているとか、どういう施策にどん

な予算が付いたかとかがわかっていいと思うが。 

  （事務局）予算の中には分けられるものと分けられないものもある。 

 （議 長）また時間のある時に、整理していただければいいかと思う。 

（４）その他 

  ①神戸のスポーツ振興について 

（事務局）資料３により、平成29年度の教育委員会予算におけるスポーツ振興に関する主要

事業の内容と、資料４により、平成29年度のスポーツ関連重点事業について説明 

（議 長）何か意見・質問はあるか。 

（委 員）特になし。 
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 ②神戸市指定文化財の指定について 

（事務局）資料３により、平成29年度の教育委員会予算における文化財保護啓発に関する主要

事業の内容と、資料５により、神戸市指定文化財の指定について説明 

（委 員）灘区の総合芸術祭で旧ハンター住宅を見学させていただいているが、耐震診断予備

調査は時間がかかるのか。 

（事務局）あまり時間はかからないと思うが、灘区とも調整しながら公開や活用に支障の出な

い時期を今から探っていこうと考えている。 

（委 員）文化財めぐりバスとあるがどのようなものか。 

（事務局）直営で実施しており、市民を対象に参加を募り、バス１台分40名の定員に対して100

名以上の応募があり抽選している。今年は伝統芸能を巡ったが、年１回、その前はお寺と

か市内にある文化財について毎回コースを変えて実施している。 

（委 員）神戸市内の伝統芸能で、全国的にも凄いというものはあるのか。 

（事務局）長田神社の追儺式や須磨区の翁舞とかである。 

（委 員）子供たちに伝承するための支援みたいなものはあるのか。 

（事務局）むしろ地域に指定されていないものに対して逆に支援しているところがある。地域

にとって代表的なもので残していくべきだというものには活動費として渡している。 

   これまで文化財でないと教育委員会としてはなかなか助成し難かったが、平成29年度か

らは全区において、文化財以外の伝統芸能に対して区の予算により応援していく形で今予

算が組まれている。 

  ③２９年度開催予定の展覧会について 

（事務局）資料３により平成29年度の教育委員会予算における博物館に関する主要事業の内容、

資料６により展覧会スケジュールについて説明 

（議 長）何か意見・質問はあるか。 

（委 員）特になし。 

  ④神戸市立図書館の２９年度のトピックスについて 

（事務局）資料３により平成29年度の教育委員会予算における図書館に関する主要事業の内容、

資料７により神戸市立図書館の29年度トピックスについて説明 

（議 長）何か質問はあるか。なければ本日の議題・報告事項は全て終了した。全体を通して

何か質問はあるか。無いようなので事務局にお返しする。 

 

７．閉会 

 （事務局）長い時間ありがとうございました。次回の会議は７月頃の開催を考えているので、

あらためて日程調整させていただく。 

 

【以上】 
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