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※事務局の課・担当名、連絡先、出席人数等 

甲州市教育委員会 生涯学習課 社会教育担当 

連絡先：甲州市教育委員会 生涯学習課 社会教育担当 
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令和３年度 第２回甲州市社会教育委員の会 会議録 

 

 

日時：令和３年７月２８日 水曜日

午後２時００分～ 

場所：甲州市中央公民館 

                          ２階 大会議室 

 

出 席 者 １１名 

欠 席 者  ５名 

事 務 局  ５名 

傍 聴 者  なし 

 

１ はじめのことば 

２ 議長あいさつ 

３ 教育長あいさつ 

４ 議事 

（１）「高校生の目を通して地域を考えよう」 

～高校生と大人の本音の語らい場～について 

（２）甲州市勝沼少年ジャンボリーのあり方についての答申（案）について 

（３）第５２回関東甲信越静社会教育研究大会東京大会について 

（４）第５３回関東甲信越静社会教育研究大会山梨大会について 

（５）その他 

         

議 長：それでは、議題の（１）「高校生の目を通して地域を考えよう」～高校生と大人

の本音の語らい場～について事務局の説明をお願いします。 

事務局：内容について説明いたします。 

４月に開催いたしました第１回定例会にて、コロナ禍ではありますが、今年度 

も実施するということで承認いただきました。その後、塩山高校の担当 古守

先生と打合せをさせていただきました。今年で５回目になることから、今年度



も継続性ということで、大きなテーマは、「魅力的なまちづくり」でどうか、と

いう提案があり、副テーマとしては、塩山高校でも学ぶ機会が増えているとい

う SDGｓについてが良いのではないかと提案をいただきました。 

今年度の実施についてですが、学校行事等の関係もあり来年１月１９日（水）午

後１時３０分から、９０分授業の枠で、３年生対象で、ということで提案されま 

した。そこで、開催要項（案）ですが、資料の２ページをご覧ください。まず、   

目的です。朗読いたします。 

目的 

全国的に社会教育委員は、地域のひとづくり、絆づくりのため、そして地域を   

よりよくしていくために、さまざまな活動を行っています。甲州市社会教育委 

員の会でも社会が求めているもの、問題となっていることを、いち早くリサー

チし、地域の活動を活発化させる起爆剤の役割を担っていけたらと思っていま

す。 

さらに、自ら行動する社会教育委員を目ざして、今後の甲州市について世代を 

超えた意見交換を行い、甲州市に新しい風を吹かせる若者づくりの足掛かりと

なればと考えました。そうした中、地元の塩山高校が、地域に目を向け、どのよ

うに地域と接触をして行くかの学習を実施していることを知り、地域の若者代

表としての高校生を巻き込んで、テーマを決めて調査・研究・活動を行うこの

「高校生の目を通して地域を考えよう」～高校生と大人の本音の語らい場～を

平成２９年度からスタートさせ、今年で５年目となります。 

今回は、「SDGｓを考えたまちづくり～高校生から高齢者までが協力してできる

こと」について話し合い、高校生が感じていることから、これからの地域や自分

たちの生活に必要な事柄を考えることを目的に意見交換を行います。 

１ 日時 令和４年１月１９日（水） 

２ 場所 塩山高校 

３ 対象学年 ３年生 

４ テーマ 魅力的なまちづくり 

 



５ 副テーマ SDGs を考えたまちづくり 

       ～高校生から高齢者までが協力してできること～ 

６ 語らいの方法 グループワーク 

７ グループ構成 人数によりますが、例年、生徒と委員を合わせて６名前後 

で４、５グループになろうかと思います。 

続いて３ページをご覧ください。 

テーマ 魅力的なまちづくり 

副テーマでございますが、先ほども説明させていただきましたが、SDGs を考 

えたまちづくり～高校生から高齢者までが協力してできること～ 

考えるポイントとしましては、SDGs の１７の目標の中の３つ目にあります、

「すべての人に健康と福祉を」で行ってはどうかと塩山高校から提案がありまし    

たので、今年度はこのような内容で開催したいと考えております。以上です。よ

ろしくお願いします。 

議 長：説明が終わりました。ここで質疑を受けます。 

まず、目的について、いかがでしょうか？ 

よろしいですか？ 

そうしましたら、日時や場所などについては、事務局から説明がありました提 

案の内容で、また詳細は学校と事務局で検討していただいていますので、この

ような形で、よろしいでしょうか？ 

では、テーマについてですが、先ほど、事務局からも説明がありましたが、学校

との打合せの中で、学校側からの意見として提案されました。テーマですが、

「魅力的なまちづくり」で、よろしいでしょうか？ 

よろしければ、次に副テーマですが、「SDGs を考えたまちづくり～高校生から

高齢者までが協力してできること～」ということですが、国際社会の課題解決

への目標の中で、「すべての人に健康と福祉を」ということで、昨年までの福祉・

介護・新型コロナウイルスなど、また高校生も、健康のことや福祉のことなど、

関心を持ったり、心配になったりしているようです。いろいろな内容のお話が

できれば、と思いますが、いかがでしょうか？ 



委員 A：最近はテレビなどを見ていても SDGs という言葉が出ていますが、高校生がど

の程度知っているのか、私たちもどの程度考えていけば良いのか、SDGs はど

ういったものなのかという共通理解のような学習会をしたらどうかと思います。 

議 長：塩山高校との打合せの中で、「すべての人に健康と福祉を」ということでどのよ  

    うな経過でこうなったのかを事務局から説明をお願いします。 

事務局：塩山高校の３年生の総合的な学習の時間の中で、６月１日に SDGs の講演会が 

ありました。SDGs の本質や基本理念を学んだり、世界が目指すべき持続可能 

な開発目標について学んでいるという事で、探究活動をする上での課題を選定 

する機会を設けているということでご提案をいただきました。 

「すべての人に健康と福祉を」というテーマですが、今年で５年目を迎えまし 

て、今までは介護の関係や、昨年は新型コロナウイルスの関係ですとか、継続 

的にそのような内容で進めているという事の中で、今年、SDGs という大きい 

テーマとなりますが、その中でも今回のテーマに絞って考えてみてはどうかと 

いうお話をいただいたので提案させていただきました。 

議 長：私たち社会教育委員が SDGs をどう理解するかということになると思います。 

事務局から提案がありますか。 

事務局：今年の計画の際にもお話させていただきましたが、１２月に社会教育指導者講 

習会ということで、高校生と大人の本音の語らい場の事前の学習会を行いたい 

と考えております。まだ決定ではありませんが、今回のテーマの SDGs につい 

ての事前の学習会を実施したいと考えています。 

委員 A：SDGs は全世界的に取り組んでいくことではありますが、「すべての人に健康と 

福祉を」というテーマを全世界的に広げて考えると広すぎると思います。事前 

に学習会を考えているとのことなので、このテーマに対して、ある程度の共通 

理解、思いを統一して臨んだ方が高校生との語らいもまとまりやすいかなと思 

いました。 

委員 B：高校生との語らいが不安でしたが、事前学習会があるという事で少し安心しま 

した。 

議 長：教育現場では、SDGs に対してどの程度なのかお伺いしたいと思います。 



教育長：学校の方では、新学習指導要領の中では、SDGs に関わった内容については各 

学校の教育課程の中で取り上げているという経過はあるかと思います。 

議 長：身近なところで盛んに SDGs がうたわれています。身近なところで SDGs を考 

えようという中で、「すべての人に健康と福祉を」というテーマが今までの流れ 

の中では良いのではないかと、学校の方でもそういった要望がありました。 

委員 C：先日、講習会がありまして、包摂的という言葉が出てきました。SDGs の基本理 

念は、誰一人取り残さないという理念があるそうです。世界でもメインテーマ 

であって、企業でも SDGs を目標にしていかないとこれからの社会、世界的に 

見ても生きていけない、企業としても頭に入れて前に進まなければいけないと 

いう時代だそうです。高校生がこういったテーマを我々に投げかけていただい 

たということで、非常に塩山高校としても素晴らしいし、語らい場を私も楽し 

みにしています。 

委員 D：今回語らいをしていく中で、非常に分野が広く、この討論、ディベートする中 

でもう少し身近なテーマ、道標を作ってあげることが高校生にとっては、やり 

やすいのではないかと思っています。そのためにも事前学習が必要だと思いま 

す。テーマはこのままにしても、例えばこの３本の柱で行くという具体的なも 

のがあればこのままでも良いと思いますが、私なりにサブタイトルを考えてみ 

ました。例えばですが、「SDGs 今、私たちができること、未来にできること。」 

こういったサブタイトルがあれば、身近なことなんだという気づきと反省によ 

っていくらでも変えられるんだという話ができれば良いと思っています。特に、 

例えばですが若い人たちは喫煙のマナー、乗車のマナーは我々の世代よりもず 

っと良いと思います。それは我々の世代が学ぶこと、普段の生活の中で気づい 

て反省すべきことだと思っています。そういった日々の気づきを具体的に話し 

合えたら良いと思っています。 

事務局：貴重なご意見ありがとうございます。今いただいたご意見をもとに塩山高校と 

話し合いをさせていただきたいと思います。また、語らいの場を実施するにあ 

たりまして、高校生の考え、意見、アイディア等を知り、今後の本市の社会教育 

の推進や語らい場での参考とするためアンケート調査を実施いたします。 



本日、委員の皆様からいただきましたご提案を踏まえ、塩山高校とも内容を協 

議する中で、８月中にはアンケートの案を作成し、９月中に委員の皆様に内容 

の確認をしていただき、１０月には塩山高校全校生徒へアンケート調査を実施 

したいと考えております。以上です。 

議 長：他にここで話しておきたいこと、委員の皆様からありますか。 

委員 E：９０分の時間配分について、体操が入っているからだと思いますが、付箋を貼 

るだけで高校生と語らう時間がなくなってしまうので、せっかくの語らう時間 

なのでその時間をもっととってほしいと思います。 

事務局：時間配分についてはまだ具体的に進んではいませんが、いただいたご意見を高 

    校の方にも話をし、充実した会になるように考えていきたいと思います。 

議 長：学校からの要望の中で、高校生の健康というのを重視している部分があります。 

健康体操を入れても短めにするなど、昨年の反省も踏まえながら、時間配分を考 

えながら、塩山高校と事務局で調整しながら進めてもらい、お互いに良い語りの 

場ができればと思っていますので、よろしくお願いします。次に議題の（２）、甲 

州市勝沼少年ジャンボリーのあり方についての答申（案）について、を議題とし 

ます。事務局から説明をお願いします。 

事務局：内容について説明いたします。令和２年７月１７日付にて甲州市教育委員会教 

育長より「甲州市勝沼少年ジャンボリーのあり方」について「事業の内容」、「開 

催場所」、「開催時期」等について諮問がありました。「甲州市勝沼少年ジャンボ 

リー」は５０年以上続く地域の伝統ある行事であり、子どもたちの自然の中で 

の体験が不足しているとか、人間関係が希薄であるという指摘がある中で社会 

教育事業として学校と連携し、地域の枠組みを超えた子どもたちの交流の場と 

なることから事業の見直しは慎重にせざるを得ない中で、委員の皆さま方より 

隔意の無いご意見をいただきありがとうございました。社会教育委員の会にお 

いて委員の皆さま方に内容についてご検討いただき、令和３年３月３１日に甲 

州市教育委員会へ中間報告をいたしたところであります。中間報告を踏まえた 

うえで答申書（案）をまとめましたのでご確認をいただき、ご意見等をいただ 

きたいと思います。資料５ページをご覧ください。答申書（案）の内容につい 



て説明いたします。 

１としまして、令和２年７月１７日付にて甲州市教育委員会教育長より社会教 

育委員の会に対して提出された諮問の内容について載せさせていただきました。 

２としまして、「答申に至るまでの経緯と意見の大要」ということで（１）では 

教育委員会からの諮問を受け、答申にむけての社会教育委員の会での取り組み 

状況を記載いたしました。 

（２）保護者等の意見の大要ということで、保護者の意見では、良い経験となる 

ので続けてほしいとの意見が多く、新型コロナウイルス感染症が収束した後に 

は、キャンプという形での活動を要望する声が多くありました。 

（３）として社会教育委員の会での意見の大要としまして今後は従来の形での開 

催は難しいかもしれないが、地域の素材を存分に生かした体験活動ができれば 

よいと感じている。また、開催場所については大滝山キャンプ場での開催は困 

難であると考えられるため、新たに安心で安全な場所での開催が必要と考えま 

す。という内容にまとめさせていただきました。 

以上の経過のなかでの意見を踏まえ、資料７ページ３の答申（案）といたしま 

した。以下、４の結びまで読み上げさせていただきます。 

３答申 

上記経過のなかでの意見を踏まえ、下記の如く答申いたします。 

青少年が心豊かに健やかに成長することは、すべての市民の願いであり甲州市 

の将来のまちづくりの担い手を育む意味からも極めて重要です。甲州市勝沼・ 

大和少年ジャンボリーは、家庭・学校・地域社会が一体となった事業で、地域の 

豊かな自然や歴史、文化を教材とした体験活動であり、交流活動です。今後も 

継続して実施し、活動を通して青少年同士の親睦を深めるとともに、豊かな心 

の醸成やリーダーの育成に努め、郷土を愛する心を育むことで、地域づくりを 

次世代に伝えていけるようさらに研究を進めることが望ましい。 

     （１）開催日程等について 

・今後の実施については、学校行事や市のイベント等のスケジュールを勘案す 

る中で、毎年実施していた７月の「海の日」の３連休を利用して、保護者から 



の要望が多くあった２泊３日での宿泊キャンプ形式での実施を行うことが望ま 

しい。 

・実施する際は、十分に検討を行うなかで、参加者の負担が増加しないよう行 

うことが望ましい。 

（２）開催場所について 

   ・大滝山キャンプ場は老朽化はもとより地形的な問題が大きく、今後開催をす 

るには不適切な場所であると考えられるため、新たな開催場所を検討し実施す 

ることが望ましい。 

（３）今後の方向性について 

・塩山地域においても中学校の再編計画が予定されております。勝沼･大和地域 

と同様に、中学校入学前に子どもたちが交流を図り、親睦を深めることによっ 

て翌年度からの中学校生活がスムーズにスタートできるように事業を計画し、 

実施することが望ましい。 

４結び 

この答申をまとめるにあたり、勝沼地域の多くの保護者も経験している５０年 

以上続く伝統ある行事であり、その多くがアンケート結果などからも継続する 

ことを熱望しており、事業の見直しには慎重にせざるを得ませんでした。隔意 

のない意見をかわすなかで、上記の答申をまとめることが出来ました。 

今後もこのような活動を通して青少年同士の親睦を深めるとともに、豊かな心 

の醸成やリーダーの育成に努め、郷土を愛する心を育むことで、地域づくりを 

次世代に伝えていけるよう、行政当局におかれては厳しい財政状況とは存じま 

すが、社会教育活動の推進のため、格段のお力を賜りますようお願い申し上げ 

答申とさせていただきます。 

以上、「甲州市勝沼少年ジャンボリーのあり方」についての答申（案）になりま 

す。委員の皆さま方のご意見等をいただければと思います。 

よろしくお願いいたします。 

議 長：説明が終わりました。ここで質疑を受けます。 

    気が付いた点、ご意見、ご質問等、何かありますか？ 



事務局：貴重なご意見を踏まえ、意見集約させていただき、次回１０月の定例会で、最 

終の答申（案）をお示しさせていただきたいと思います。いただきましたご意 

見のほか、お気づきの点等ございましたら事務局までご連絡ください。本年１ 

１月から１２月上旬までには教育委員会へ答申したいと考えております。よろ 

しくお願いいたします。 

議 長：次に議題の（３）第５２回関東甲信越静社会教育研究大会東京大会 について、 

（４）第５３回関東甲信越静社会教育研究大会山梨大会を関連がありますので、 

一括審議したいと思います。事務局から説明をお願いします。 

事務局：内容について説明いたします。 

本日の資料といたしまして、すでにご確認いただいていると思いますが、本年 

１１月１１日（木）・１２日（金）に第５２回関東甲信越静社会教育研究大会東 

京大会を開催し、２日目の分科会では事例発表をする予定で準備を進めており 

ましたが、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、東京大会を１日に短縮して開 

催することとなり、参加対象者は東京都内の社会教育委員等に限定されました。 

なお、２日目の分科会での事例発表も中止となりしたのでご報告させていただ 

きます。 

続きまして、第５３回関東甲信越静社会教育研究大会山梨大会につきまして説 

明させていただきます。定例会資料、令和４年度第５３回関東甲信越静社会教 

育研究大会開催要項（案）および実行委員会組織図をご覧ください。まず、ご報 

告ですが、６月４日（金）に山梨県社会教育連絡協議会理事会及び関ブロ山梨 

大会運営委員会が開催され、山本議長と出席いたしました。理事会におきまし 

て、山本議長が山梨県社会教育連絡協議会の副会長に就任されましたのでご報 

告させていただきます。その後、関ブロ山梨大会の第２回の運営委員会が開催 

され、令和４年度は、１１月１０日（木）・１１日（金）の２日間の予定で、開 

催要領（案）のとおり開催が予定されております。甲州市につきましては、実行 

委員会の分科会部会に所属しておりましたが、山本議長が副会長に就任された 

ことに伴い、大会の副実行委員長となるため、広報・渉外部会に変更となりま 

した。内容といたしましては報道対応や案内掲示等の作成になり、役割等につ 



きましては、今後の運営委員会で協議が進められると思います。新型コロナウ 

イルス感染症の影響により、内容変更等になる場合がございますが、詳細につ 

きましては、また決まり次第、順次お知らせいたします。以上です。 

議 長：説明が終わりました。前副会長の任期がここで終了し、後任をということで、 

副議長とも協議し、委員の皆様のお力を借りながら頑張って行きたいと思いま 

すので、ご協力をお願いいたします。 

    何か、ありますか？ 

では、ないようなので次に（５）その他ですが、この際ですので委員の皆様から 

何かありましたらご発言をお願いします。 

なければ、事務局からありますか。 

事務局：１点ございます。甲州市教育委員会におきまして、令和３年度「甲州市の生涯 

学習」を発行いたしましたので配布させていただきます。委員の皆様にもご覧 

いただきたいと思います。よろしくお願いします。以上です。 

議 長：その他、何かございますか。よろしければ以上で議事は閉じたいと思います。 

スムーズな議事進行にご協力をいただき、ありがとうございました。では事務 

局へお返しします。 

事務局：山本議長、議事の進行、ありがとうございました。それでは、引き続き、甲州市 

公民館運営審議会を開催いたします。ここで準備がありますので、休憩を取り 

たいと思います。準備が整いましたら始めさせていただきます。よろしくお願 

いいたします。 


