第2回

京丹後市社会教育委員会議（会議録）
日時：令和 3 年 11 月 9 日(火) 午後 1 時 30 分から
午後 3 時 10 分まで
会場：大宮庁舎 1 階 大宮保健センター機能訓練室
出席：中山・菅生・田中・稲本・山田・野村・増田・
中江・藤原（繁）
・折戸・友松・和田・岩田・
室井
欠席：藤原（哲）
傍聴人：なし
次第

１．開 会
２．開会あいさつ
京丹後市社会教育委員会議長
京丹後市教育委員会教育長
３．協議事項
(1)令和 4 年度生涯学習課関連予算について（資料 No1）
(2)成人式の在り方について（資料 No2）
４．報告事項
(1) 新たな地域コミュニティについて（資料 No3）
（2）
（11/17）京丹後市公民館連絡協議会研修会への参加について
（3）令和 3 年度「丹後地方社教委連だより」への原稿投稿者について
（4）京丹後市文化芸術振興審議会について（資料 No4）
（5）兵庫県明石市・養父市教育委員管外視察研修について（資料 No5）
（6）
「京丹後チャレンジデー2021」の結果報告について（資料 No6）
（7）2021 年丹後 100ｋｍウルトラマラソン特別事業
「丹後ウルトラの『顔』になろう！～フォトコンテスト～」について（資料 No7）
（8）丹後大学駅伝の開催について（資料 No8）
（9）パラスポーツ体験会の開催について（資料 No9）
（10）ワールドマスターズゲームズ 2021 関西の延期について（資料 No10）
５．その他
６．閉会あいさつ
京丹後市社会教育委員会議副議長
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【会議録】
●議長挨拶
本日は午前中に管内の社会体育・社会教育施設の視察をお世話になり、午後は 第 2 回
京丹後市社会教育委員会議と 1 日お世話になりますけれどもどうかよろしくお願いしま
す。
ワクチン接種の効果か、デルタ株のコピーの異常でウイルスが死滅したと言われてい
ますが現在感染者数が激減し、研修の機会が増えたことが本当にうれしいです。
これから冬になりインフルエンザが流行ってきますけれども、本当にコロナが沈静化
することを願っています。
ひと月ほど前に、丹後地方社会教育委員協議会の主催で、兵庫県立芸術文化専門職大
学の視察研修会に参加させていただきましたが、大学と専門学校の中間の専門職大学の
良さがよくわかりました。学長の平田オリザ様は、経済格差だけでなく、身体的文化資
本の格差が東京等の都会と地方では広がっていると言われました。身体的文化資本は、
センス、マナー コミュニケーション能力、美的感覚、感性等だと定義され、その格差を
縮小することが社会教育の役割だと言われました。
本日の会議では身体的文化資本の育成に重要な位置付けを占める、京丹後市の社会教
育、社会体育の予算が議題に入っていますので、皆さん方は慎重に協議していただき貴
重なご意見を賜りたいと思います。
どうかよろしくお願いします。

教育長

事務局
議長

●教育長あいさつ
皆さんこんにちは。本日は本年度第 2 回社会教育委員会議を開催しましたところ委員
の皆様にはお忙しい中ご出席いただきまして本当にありがとうございます
午前中は、はごろも陸上競技場、久美浜湾カヌーセンター、更には久美浜図書室の視
察もお世話になり大変ご苦労様でございました。
視察いただいた施設は社会教育だけでなく学校教育においても本市にとって大変重要
な施設ですので、今後も有効な活用を図ってきたいと考えているところです。
議長様のご挨拶にもありましたが、新型コロナウイルスにつきましては本市において
は、8 月中旬から 9 月上旬にかけて全国の感染状況と同様に感染の広がりが見られ、学校
教育、社会教育においても感染防止を優先するため制限を強めて対応してきましたが、
本市においても 12 歳以上のワクチン接種は順調に進んだことや、確実なマスクの着用、
三密回避の行動等の徹底により、感染は確実に防ぐことができており、9 月中旬からは本
市での新たな感染者は出ていないだけでなく、京都府全体の感染者も緊急事態宣言解除
後、一ヶ月以上経ちますけれども皆さんもご存知のように感染者数がここのところ 1 日、
一桁の安定した状況が続いております。しかし冬季に向け次の感染拡大の波も予想され
ているところですので、引き続き感染対策を継続しながらも秋は文化、スポーツの季節
ですので、社会教育活動を確実に進めていかなければならないと思っているところです。
本日の会議では令和 4 年度生涯学習課関連の予算について、また今後の成人式のあり
方について協議いただくこととしておりますし、報告事項も多数ございますのでどうぞ
慎重審議のほどよろしくお願いいたします。
この後の議事につきましては 中山議長にお願いしたいと思います。
協議事項(1)市令和 4 年度生涯学習関連予算について事務局より説明をお願いします。
●(1)令和 4 年度生涯学習課関連予算について（資料 No1：当初予算要求検討額一覧）
（事務局説明）

議長

来年度の予算要求について説明がありましたけれども 何かありましたらお願いしま
す。
予算要求は昨年度より増額の方になっていると思いますけど、もっと充実する必要が
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ある事業等ありましたら、実際この要求通り行くかどうかはまだ分かりませんけれども、
皆さんの意見を反映した事業が、是非とも通るようには頑張ってほしいと思います。
LED の電球を切り替えていくことは Co2 を減らすためにもこれはいいことだと思う。
27 番体育施設の管理で、800 万円の増額があるがこの 800 万円の詳細が知りたい。
27 番体育施設管理事業の 800 万円増額の中身を詳しく説明をお願いします。
増えてる要素と減ってる要素がいくつかありまして、それの相殺をした中で最終的に
今年度と比べて 800 万円ほど上がるということなんですが、一番大きい要素としまして
は、社会体育施設の長寿命化計画の作成の委託というのがございます。こちらが、例え
ば、柔道場が一箇所、体育館 16 箇所、グランド 15 箇所、テニスコート 4 箇所、ゲート
ボール場 4 箇所あるんですが、これの計画を作る作業を外注すると 2800 万円ほどかかる
ということになっておりまして、これがかなり高いので、全般的に言いますと他のもの
は下がっているというような形になっておりますが、一番大きな要因としましては、こ
の部分が大きいです。
また後で詳しい事が分かれば説明があると思いますし、LED 化は本当にしてほしいで
すね。峰山地域公民館の天井の球が毎年切れて、本当に困りました。LED にしますと電
球は高いでしょうが、電気代は安くなりますし将来的には良いと思います。
LED 化にしようとしますと、電球だけじゃなくて、器具全てを取り換えないといけな
いということで、電球だけでしたら例えば 6,000 円や 1 万円とかですが、全体を取り換
えるとなると、桁が一桁、二桁と増えていきますので、なかなか財政的に追いついてな
いという部分はあります。今後、財政と相談しながら、他の公共施設との関係もありま
すのでその辺りとも調整を取りながら考えていきたいと思います。
京丹後市の街灯を 10 年前に変えられましたが、もうそろそろ 10 年で器具の交換とい
う時期に来ていると聞くと、やはり器具とかが違ってなかなか LED 化ができないって言
うことかも知れませんね。
街灯につきましては 10 年前に市内一斉に工事を行って、ほぼ今 LED 化ができており
ます。ただ施設の中の照明につきましては 随時計画的に行っていくということで、それ
ぞれの部署で行っておりますが、例えば生涯学習課としましても、例えば峰山総合公園
の街灯を数年計画で交換していくという予算要求も考えておりますし、今年度上げてお
りました、あみの図書館の LED 化につきましても、家庭用の電球もまあまあ高いですけ
ど、図書館は電球だけで単価 17,000 円とか、ものによっては 7 万円の電球になってまい
して、それがあみの図書館だけでも 130 個ぐらい付いてるんです。ですので来年度のあ
みの図書館の予算だけで見ましても、700 万円を超える工事費になりますので、そういっ
たことからも、いろんな有利な方法はないかとか、リース形式で行なっているものもご
ざいますし、街灯につきましても、リース契約で交換をしたということもありますので、
そういったことも踏まえて、今後も進めていきたいというふうに考えております。
いろいろと工夫していただいて苦労しておられるのよくわかりました。その他ご意見
ございませんか。
地区公民館の運営費はこの中ではどこに入るんでしょうか。
地区公民館管理運営事業、地区公民館の運営にかかる費用の所でしょうか。12 番です
か、それに関連してなんですけれども、毎年 4 月に弥栄地区の公民館の館長・主事の会
議がありまして、社会教育委員もオブザーバーとして出席をさせていただいています。
前年度のまとめたものがで出るんですけれども、公費の使われ方のことで疑問に思った
ことがあります。と言いますのが、コロナで行事ができないとのことで、一定額は繰り
越せるんですけれども、その中で三つの自治区で構成されている地区公民館なんですけ
ど、三区に対して合計 15 万円交付すると、そのことについて前地域公民館長が今担当さ
れてるんですけども、これは本来の公民館活動の使われ方ではないと発言されました。
そんなことならなぜその報告書が出た時点で、これは駄目ですよ、ということになら
ないのか、追認されていて苦言めいたことをおっしゃる。ちょっとよくわからないんで
す。これについてはどうなんでしょうか。
その地区公民館の活動に使われるお金ではなくって、使い道がないから 15 万円自治区
に交付したということです。本来はそういう事は絶対にないと思いますが、そういうこ
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とが実際に起こってるという事です。
どこでチェックされているのか、報告書が出たその時点で、これは駄目ですとかその
辺についてはどういうことになっていますか。
他の地区では備品購入で少し高いものでパソコンを買われたりするところがありまし
たが、事前に協議をして認められてから購入したという地区はありました。使わなくて
余ったら返すのが本当だと思います。
この地区公民館から自治区に交付されたお金については、内容的には公民館活動に使
う備品購入等に使用されておりますが、会計処理の領収書に区名の入ったものが混在し
ていたことから、公民館の領収書でないと適正な支出とは言えないということで、弥栄
地域公民館から指導することとなりました。
あの館長主事の会議の場で「これは本来の使い方ではないのできちんと地区公民館の
活動に使ってください」ということ言われるわけです。公金の使い方は示されています
から、予算を立てて計画をという事ですが、使い方をしっかり指導していかないと、安
易な形ではいけないと思います。
今、ご指摘いただきました部分については、各町公民館連絡協議会から適正に処理さ
れるように指導していきたいと思います。
無いようでしたら、協議事項 2 の成人式のあり方について、事務局より説明をお願い
します。
●(2)成人式の在り方について（資料 No2）
（事務局説明）
説明していただきました よくわかりましたけれども 事務局の説明に対し ご意見 ご
質問等ありましたらよろしくお願いします、
成人式ですけど、自分は丹後吹奏楽団で、10 年ぐらい一緒に参加させていただいてい
ますが、二十歳の方がいいと思います。もし十八歳ぐらいで成人式にした場合は、勘違
いして荒れるような子が、京丹後はおとなしいらしいんですけど、さらに勘違いして荒
れる子が増えてこないかないう懸念があります。今、お酒が飲めたり、タバコが吸えた
りできる年齢、本来の成人はそこら辺からかなということを考えますと、それがいいん
じゃないかと思います。
今、言われたように二十歳の成人式、これはいいと思います。
成人式でアンケートを取られてますよね、その人たちが二十歳を 84%と回答されてい
て高い希望を出しておられるんで、当人たちが二十歳が一番良いと考えておられると思
いますので、それがいいかと思います。
ネーミングとして「二十歳の集い」この名称を何かもう少し違う形でないでしょうか。
成人式ではダメなんですか。
いろいろなご意見をいただきながら、ネーミングを考えていきたいと思いますが、委
員さん方からありましたらお世話になりたいと思いますがいかがでしょうか。
今後、成人式でのアンケート結果なども見ながら決めていこうと思います。
開催時期について 3 月とありましたが、そこはどうでしょうか。皆さん賛同されてい
るという事ですね。
それでは、4 の報告事項に入ります。
●(1) 新たな地域コミュニティについて（資料 No3）
(2)京丹後市公民館連絡協議会研修会への参加について
(3)令和 3 年度「丹後地方社教委連だより」への原稿投稿者について
(4)京丹後市文化芸術振興審議会について（資料 No4）
(5)兵庫県明石市・養父市教育委員管外視察研修について（資料 No5）
(6)「京丹後チャレンジデー2021」の結果報告について（資料 No6）
(7)2021 年丹後 100km ウルトラマラソン特別事業「丹後ウルトラの『顔』になろう！
～フォトコンテスト～」について（資料 No7）事務局から説明をお願いします。
(8)丹後大学駅伝の開催について（資料 No8）
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(9)パラスポーツ体験会の開催について（資料 No9）
(10)ワールドマスターズゲームズ 2021 関西の延期について（資料 No10）
（事務局説明）
ワールドマスターズ ゲーム 2026 年に延期と言われましたが、昨年行われた近畿大会
のようなものも全部なくなるということですか。
プレ大会ということで 去年と今年も開催させていただいておりまして、本来でしたら
今年の 5 月に予定されていたんですけども、今年の段階で来年の 5 月に伸びてそれがま
た中止になって変更になって更にまた、5 年後の 2026 年に本大会を開催と変更なったと
いうことです。それぞれのプレ大会事業、例えばカヌーマラソン等の大会や全国大会と
かそういったものについては、今後また競技団体と相談させていただきながら可能な大
会については開催できるような努力をしていきたいと考えています。
何か質問等ございますか。
その他で委員の皆さんから何かありますか。無いようでしたら事務局からありますか。
本日は早朝から、管内の視察をいただきました。そういった中でもいろんな体育施設
や図書館を見ていただいたんですけども、施設を見ていただいた感想など、何かご意見
があったらお聞かせいただければと思うんですがいかがでしょうか。
久美浜湾カヌーセンターの施設はびっくりしました。
今日見せていただいて、はごろも競技場に京都の方から練習に来られる。このような
施設が整備されているという事にすごく誇りを感じまして、お金というものはこういう
とこに使ってほしいと身をもって感じられた半日だったと思います。
平田オリザさんの大学の視察とか、今回の管内社会教育施設視察だとか、こういうこ
とがしてほしいと皆さんの出された意見が形になるっていう事がすごくうれしかったと
思います。ありがとうございました。
昨年度の皆さんからの意見を叶えていただいたということでありがとうございます。
その他ありませんか。
本日は第 2 回目の会議ですが、第 3 回目の会議を令和 4 年の 1 月下旬ぐらいを目途に
予定をさせていただこうと考えています。また日程を決めてご案内をさせていただこう
と思っておりますので、次回もご出席いただきますようよろしくお願いいたします。
●閉会あいさつ
今日は 1 日大変お疲れ様でした。素晴らしい施設も次々と整えていただいてありがた
いことですが、コロナがだんだんと収まってくる中、そういった施設を有効に使ってい
くことや、予算的にも大変なところもあると思いますが充実をしていただきまして立派
な京丹後市の社会教育を推進していっていただきたいなというふうに思います 。
今日は本当にお疲れ様でしたありがとうございました。
これをもちまして閉会させていただきます。どうもお疲れ様でした。
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