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平成２７年度大垣市教育振興基本方針評価委員会第２回会議録 

 

１ と き  平成27年7月17日（金）13:30～15:30 

 

２ ところ  大垣市役所北庁舎北館1階 教育委員会室 

 

３ 出席者  平野順一委員長、矢橋和江副委員長、田村弘司委員、三代広子委員、 

高橋美和子委員、田中良幸委員、北村厚史委員 

 

４ 事務局  山本教育長、坂事務局長、馬淵庶務課長、立川学校教育課長、 

藤社会教育スポーツ課長、平野文化振興課長、 

中井文化振興課文化財専門官、加藤教育総合研究所長、 

渋谷南部北部学校給食センター所長、川元図書館長、 

河添上石津地域教育事務所長、松岡墨俣地域教育事務所長、 

髙木まちづくり推進課長、杉田市民活動推進課長、 

林庶務課主幹、土川庶務課主査 

 

５ 傍聴者  1人 

 

６ 議 題 

⑴ 平成26年度大垣市教育振興基本方針の施策の実施状況について 

① 図書館分野 

② 生涯スポーツ分野 

③ 芸術文化・文化財分野 

⑵ 大垣市教育振興基本方針第2次教育振興計画の策定について 

 

７ 会議録 

開会 13:00 

発言者 発言内容 

馬淵 庶務課

長 

皆さん、こんにちは。本日は、大変、お忙しいところ、平成27年度大

垣市教育振興基本方針評価委員会の第2回会議にご出席いただきまし

て、誠にありがとうございます。私は、本日の司会を務めさせていた

だきます、大垣市教育委員会庶務課長の馬淵でございます。よろしく
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発言者 発言内容 

お願いいたします。それでは、はじめに、平野委員長様よりご挨拶を

お願いいたします。 

平野 委員長 皆さん、こんにちは。本日は、大変お忙しいところ、先日に引き続き、

評価委員会の第2回会議にご出席いただき、誠にありがとうございま

す。さて、本日の会議では、図書館分野など3分野につきまして、昨年

度の実施状況の点検、評価を行ってまいりますので、皆様方の忌憚の

ないご意見をお聞かせいただき、今後の取組に生かしてまいりたいと

存じます。それでは、委員の皆さんのご協力をお願い申し上げ、簡単

ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。 

馬淵 庶務課

長 

ありがとうございました。次に、次第の3、「議題」に移らせていただ

きます。これよりの進行につきましては、平野委員長様にお願いいた

します。 

平野 委員長 議事に入ります前に、本日の会議につきましては、個人情報など非公

開とする案件に該当するような事案がないことから、会議は公開とさ

せていただきます。本日は傍聴人の方が1人いらっしゃいます。中にお

入りください。それでは、これより、議事に入ります。はじめに、議

題の⑴「平成26年度大垣市教育振興基本方針の施策の実施状況につい

て」①の「図書館分野」について、事務局から説明をお願いいたしま

す。 

川元 図書館

長 

<資料説明> 

別添資料－大垣市教育振興基本方針評価シート（図書館分野） 

平野 委員長 それでは、ご意見等がございましたら、ご発言をお願いいたします。 

平野 委員長 図書館を利用する市民の割合が低下しておりますが、理由などありま

すか。 

川元 図書館

長 

はっきりした理由は分かりかねるところがあります。 

高橋 委員 子どもが少なくなっているので、貸出登録率や利用者が減っているの

でしょうか。 

矢橋 副委員

長 

図書館の改修工事の時は利用者が減少したことがあったかもしれませ

んが、今回の理由は少し気になります。貸出登録率はカードの登録率

であると思いますが、一度作るとずっと登録されますので、その率は

ある程度で止まるかもしれません。 

平野 委員長 図書館を利用する市民の割合は、市民アンケートの数値かと思います
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発言者 発言内容 

が、実際の図書館来館者の数値はあるのでしょうか。 

川元 図書館

長 

月ごとに統計をとっております。 

平野 委員長 今指標を変えることはできないと思いますが、利用者についてはアン

ケートの数値ではなく、利用者数のほうが分かりやすいと思います。

今回のアンケート調査の対象者の利用率が低いだけなのかもしれませ

ん。 

馬淵 委員 アンケート調査の結果については、対象者により影響を受ける部分が

ございますが、数値については真摯にとらえ、取り組みに生かしてま

いりたいと存じます。 

田村 委員 図書館の利用というのは、本を借りた人で、新聞を読みに来る人は含

まれていないのですか。 

川元 図書館

長 

新聞を読むだけの利用者も含みます。 

田村 委員 難しい事かもしれませんが、利用人数を把握することは大切なことで

す。利用者の減少はどこの図書館でも抱えた問題であり、利用者の年

齢層や、図書館を利用しない理由などを把握、分析する必要があると

思います。 

平野 委員長 以前、利用者の実数を把握することは難しいと聞きましたが、子ども、

高齢者の人数や、曜日ごとの人数など実態調査をすることが、今後の

図書館運営に役立つのではないかと思います。 

矢橋 副委員

長 

図書館利用者を対象にしたアンケートにおいては、利用者数は12歳ま

では多いが、13歳から19歳までは少なく、40歳以上からまた多くなる

という結果となっております。図書館においても、こうした実態や、

市民全体の利用率が減少傾向であるということは認識していると思い

ます。 

山本 教育長 平成25年と平成26年の来館者数の実数は把握していると思いますが。 

川元 図書館

長 

14,500人ほど、3.8％の減少となっています。 

山本 教育長 利用者につきましては減少傾向にありますので、課題等検討して、改

善につなげていきたいと思います。 

田村 委員 アンケートにおいて図書館を利用しない理由などは聞いていますか。 

馬淵 庶務課 理由までは聞いてございません。 
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発言者 発言内容 

長 

田村 委員 駐車場が利用しにくいという意見などあり、原因がはっきりすれば対

応できるかと思います。 

山本 教育長 駐車場は以前からの問題で、平成25年から平成26年に減少した理由で

はないかもしれません。 

平野 委員長 図書館を利用することを啓発する、図書館に来てほしいということを

市民にアピールする取り組みも大事であると思います。主要事業に課

題解決のための資料や情報の整備・充実とありますが、課題というの

は図書館利用者の課題ですか、図書館の課題ですか。 

川元 図書館

長 

利用者の課題でございます。 

平野 委員長 蔵書は適当な時期に整理をすると聞きますが、それでも増えていくの

ですか。 

川元 図書館

長 

書庫整理や、除籍もしておりますが、購入のほうが多いという状況で

ございます。 

北村 委員 郷土資料アーカイブ事業で、今年度電子書籍化したものは50冊という

ことでよろしいか。 

川元 図書館

長 

そうでございます。 

北村 委員 貴重で古い本なので画面で見るという扱いにしているのですか。 

川元 図書館

長 

戦前に印刷された郷土に関する資料や、大垣市史などを電子書籍化し

ています。 

北村 委員 図書館で見ることができるのですか。 

川元 図書館

長 

図書カードを作られた方はどなたでもパソコンのホームページで見る

ことができます。 

平野 委員長 市史に関する古文書など資料の電子化は進めているのですか。 

川元 図書館

長 

主にコピーという形で収集しており、著作権等の問題もありますので、

電子化での公開はしておりません。 

平野 委員長 指標に「ボランティア活動参加者数」とありますが、ボランティアの

方はどのようなことをするのですか。 

川元 図書館

長 

返却本の配架作業、本の補修、乳幼児への読み聞かせ、目の見えない

方への対面朗読などを行っていただいております。 

田中 委員 郷土資料のデータベース化件数は2万件とありますが、そういった資料
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発言者 発言内容 

は全体ではどれほどあるのですか。 

川元 図書館

長 

所蔵資料につきましては、平成27年3月末現在で、古文書が31,853点、

漢籍が3,636冊、和本が9,688冊、全体で4万5千点ほどです。なお、こ

の資料の貸し出しは行っておりません。 

北村 委員 郷土資料の収集とありますが、図書館として貴重な古文書などの収集

をしているのですか。 

川元 図書館

長 

購入もありますが、寄贈していただく形が多いです。 

中井 文化財

専門官 

古文書等貴重な資料の寄贈につきましては、文化財的見地から、文化

振興課にも申し出があることがございます。文化振興課と図書館が連

携して、資料の内容を調査し、図書館や奥の細道記念館など適切な施

設に所蔵するようにしております。 

平野 委員長 自分史など自ら本を作られる方がみえますが、そうした方が寄付をし

たいと申し出された時は、どう対応しますか。 

川元 図書館

長 

大垣市民の方が書いた本については受け入れます。市外の方のもので

あれば内容により判断いたします。 

平野 委員長 所蔵スペースの問題があるかと思いますが、データ化という方法もあ

りますので、できるだけ多く残していただけるとよいですね。 

矢橋 副委員

長 

一般の図書は受け入れていませんね。 

川元 図書館

長 

すでに所蔵されているものは受け入れておりません。 

田村 委員 読書環境が充実していて、子どもが本に親しめる環境が高いほど、子

どもの学力が高いという調査結果がでています。指標の「子どもの読

書環境に対する満足度」は上昇しており、より充実させることにより、

学力向上にもつながるかと思います。 

平野 委員長 この指標には学校図書館のことも含まれていますか。 

川元 図書館

長 

図書館に限って聞いております。 

平野 委員長 それでは、総合評価についてはこれでよろしいですか。 

各委員 異議なし 

平野 委員長 それでは、総合評価については、事務局案のようにさせていただきま

す。次に、②の「生涯スポーツ」について、事務局から説明をお願い



6 

発言者 発言内容 

いたします。 

藤 社会教育

スポーツ課長 

<資料説明> 

別添資料－大垣市教育振興基本方針評価シート（生涯スポーツ分野） 

高橋 委員 意識的に運動している人の割合の数値については、2人に1人は運動を

しているようになるよう取り組んできており、その結果が表れている

と思います。近年は、体育振興の分野だけでなく、健康寿命を延ばす

という観点から、高齢者の運動の機会を増やしていく取り組みもなさ

れているかと思います。男性は71歳から、女性は74歳から不健康にな

るということも聞いており、健康寿命を延ばしていくためにも、運動

していない人の分析なども必要かと思います。 

三代 委員 指標の「体力調査結果が全国平均を上回る種目の割合」で、小学生は

低い部分がありますが、中学生で高くなり、部活動の影響があるかも

しれません。また、学校開放については、地域の利用者としては使い

やすいため、団体同士で体育館の取り合いになってしまうところがあ

りますが、ありがたいと思っております。 

平野 委員長 体育館を使った後の清掃、施錠などは、利用した団体がするのですか。 

三代 委員 利用した団体の責任で行います。 

北村 委員 小学生の体力つくりについては、体育の授業でも行っておりますが、

休み時間に楽しく遊ぶなど、自然に運動に親しむようにして、体力を

つけていくことができればと思います。 

坂 事務局長 体力調査結果が全国平均を上回る種目の割合で、小学生が低い結果に

ついてですが、実際には、8種目のうち、全国平均を僅かに下回ってい

る種目が多いということで、8種目の合計点は全国平均を上回っており

ます。中学生だけでなく、小学生も大垣市の子ども達の体力は、全国

平均を上回っているといってもよいと思います。 

田中 委員 指標の「国体の岐阜県選手団における大垣市関係者の割合」が低いの

が残念です。 

坂 事務局長 岐阜県全体の選手数により影響される部分がありますが、大垣市の優

秀な選手数について変わりはなく、県民スポーツ大会も6連覇中であ

り、決して大垣のスポーツ選手の競技力が落ちているというわけでは

ないと考えております。 

田中 委員 スポレク祭の参加者数の1,000人は少ないように思います。来年全国大

会が岐阜で開かれ、大垣でも6種目が行われると聞きますので、もっと
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発言者 発言内容 

増やすような取り組みをお願いします。 

高橋 委員 スポレク祭は、市民スポーツ・レクリエーション祭のことで、以前ま

での参加者はソフトバレーやインディアカの選手が主でありました。

これらの参加者が少なくなってきていることが、全体の参加者の減少

につながっているため、カローリングやマグダーツなど新たな協力団

体を増やし、参加者の増加に努めております。 

田中 委員 大垣市においてもグラウンドゴルフ協会が設立され、競技者も400人ほ

どと聞きます。こうした種目をとりいれてはいかがでしょうか。 

藤 社会教育

スポーツ課長 

来年の全国スポレク祭では、グラウンドゴルフを全県下統一の種目と

することが検討されております。 

平野 委員長 大垣市を代表する西濃運輸野球部やミナモソフトボールチームは、こ

の基本方針の取り組み、評価に関わってこないのでしょうか。 

藤 社会教育

スポーツ課長 

「スポーツ大会での市内選手の活躍に関する満足度」の指標数値が上

昇している点は、西濃運輸硬式野球部や大垣日大硬式野球部の活躍が

影響していると考えられます。 

平野 委員長 それでは、総合評価についてはこれでよろしいですか。 

各委員 異議なし 

平野 委員長 それでは、総合評価については、事務局案のようにさせていただきま

す。次に、③の「芸術文化・文化財分野」について、事務局から説明

をお願いいたします。 

平野 文化振

興課長 

<資料説明> 

別添資料－大垣市教育振興基本方針評価シート（芸術文化・文化財分

野） 

平野 委員長 それでは、ご意見等がございましたら、ご発言をお願いいたします。 

田中 委員 全体的に文化に関する市民満足度は上がっていますが、市民認知度は

下がっていますね。 

平野 委員長 事業の内容を知っている人は、満足度が高いということですね。歴史

民俗資料館のトイレを洋式化したということですが、文化に関心を持

って施設に行きたいのだけど、トイレが不便であるということは、よ

く聞きます。必要な施設の改修をしていただきたいと思います。 

田中 委員 まるごとミュージアムの対象はどのようなものですか。 

中井 文化財

専門官 

大垣城や、郷土館、金生山化石館など、市内に点在する施設を巡り、

施設を市民に知っていただくほか、輪中であれば、輪中館と水屋、輪



8 

発言者 発言内容 

中堤、排水機場との関連など、施設と現場との関係性を結び付け、そ

の文化資産の価値について学ぶものです。年3回、市民を対象にこのよ

うなツアーを開催し、ほかに年5回、親子を対象として、ふるさと大垣

塾ということで開催しております。それぞれ1回あたり30人ほど参加し

ております。 

田中 委員 案内は市の広報に掲載しているのですか。 

中井 文化財

専門官 

ホームページを含めた広報でも案内しておりますし、子どもを対象に

したものは、学校を通じて案内しております。 

矢橋 副委員

長 

指標の「芸術文化関係利用者数」は、文化会館などの施設の利用者数

ですか。 

平野 文化振

興課長 

そうでございます。 

矢橋 副委員

長 

指標の芸術文化活動に取り組む市民の割合は、8.3％で下がっています

ね。 

平野 文化振

興課長 

無作為抽出の500人のうち236人の回答のあった方の市民アンケートの

結果でございます。 

矢橋 副委員

長 

芸術文化活動に取り組むという内容ですが、文化会館など施設を利用

して取り組んでいる方としているのか、施設を利用しなくても、芸術

文化活動に取り組んでいる方も含んでいるのかどちらになりますか。 

平野 文化振

興課長 

施設を利用しなくても、取り組んでいる方を含んでおります。昨年度

と比較して、今回の回答者の年齢層の割合は、60歳以下が多く、60歳

以上は少ない結果でした。働いている世代は、芸術文化活動に取り組

む時間が少ないため、このような結果であったと分析しております。 

矢橋 副委員

長 

スポーツに取り組む割合は2人に1人ですが、文化に取り組む割合は10

に1人ですね。 

平野 文化振

興課長 

奥の細道むすびの地記念館において、先賢や芭蕉に関する講座を開催

しておりますが、参加者の年齢層は高く、固定化している傾向にあり

ます。いかに新しく、若い世代に参加していただくかを課題として捉

えております。 

坂 事務局長 今回のアンケート調査結果については、回答者の割合が昨年度と比較

し、年齢が高い層が減ったことや、女性が減ったことなど、多少影響

があるかもしれません。 

高橋 委員 芸術文化活動に取り組んでいますかという聞き方が、継続的に取り組
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んでいるという印象を受けるかもしれません。 

矢橋 副委員

長 

芸術文化活動に取り組むということは、音楽会など参加し、楽しむこ

とがあっても、それは取り組むことではなく、活動の会を自ら企画す

ることであると思って見えるかもしれません。 

平野 文化振

興課長 

そうともいえますが、毎年同じ設問で、異なる方を対象としておりま

すので、今年度低くなった要因ではないかもしれません。いずれにし

ても、設問の仕方についても今後検討してまいりたいと存じます。 

平野 委員長 水都っこころの劇場鑑賞事業とありますが、過去に歌舞伎の鑑賞事業

などあったと思いますが、今でもあるのですか。 

平野 文化振

興課長 

この事業につきましては、劇団四季や舞台芸術センターからミュージ

カル鑑賞の機会の声掛けがあり、市においても開催したものです。歌

舞伎については、市主催のものではありませんで、現在開催している

かは不明でございます。 

平野 委員長 その内容はどういうものですか。 

平野 文化振

興課長 

演目は名古屋の本劇場と同じもので、市内小学校5年生を対象に2回公

演、事業費は、学校から市民会館までのバス代のみとなります。 

平野 委員長 都会の子に比べるとそのような機会が少ないのでありがたいことで

す。 

田中 委員 指標の「市史への市民認知度」や、「郷土作家、先賢に対する市民理解

度の割合」が低いので、改善できるような取り組みをしていただきた

いと思います。 

坂 事務局長 市史編纂事業が終わったことも影響していると思いますが、認知度、

理解度が高まるよう取り組んでいきたいと存じます。 

中井 文化財

専門官 

市史については、調査研究した成果を、今後どのように市民の皆様に

知っていただくかが、大切であると考えております。ふるさと大垣科

のテキストは、市史の内容をかみ砕いた形で作成しており、また、市

史のビジュアル版である図説は、各学校に40冊配布し、クラス全員が

見ることができるようにしており、子ども達がその内容について大い

に知ることができます。こうした刊行物を、講座等を通じて、広く市

民に知っていただく取り組みをしていきたいと考えております。 

北村 委員 市史は今でも購入できるのですか。 

中井 文化財

専門官 

図書館、文化振興課、歴史民俗資料館、各地域教育事務所等で購入で

きます。 
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平野 委員長 それらの本は学校のもので、子どもに1冊ずつ配布するものではないの

ですか。 

馬淵 庶務課

長 

ふるさと大垣科のテキストは、子どもに1冊ずつ配布しております。 

平野 委員長 ふるさと大垣科のテキストは、市史よりも分かりやすい面があり、子

どもの持つテキストを親が読んだりすれば、指標の数値も上がるかも

しれません。 

山本 教育長 同テキストは、大垣市の歴史等について分かりやすく掲載してあるの

で、テキストを購入したいという声もあります。子どもだけでなく、

ぜひ大人の方にも読んでいただきたいと思います。 

平野 委員長 昼飯大塚古墳に行った際に、地域のボランティアの方から古墳の説明

を受けたことがありました。地元の方が、地元の施設を学び、伝える

ということは社会教育としても非常によいことだと感じました。 

平野 委員長 それでは、総合評価についてはこれでよろしいですか。 

各委員 異議なし 

平野 委員長 それでは、総合評価については、事務局案のようにさせていただきま

す。最後に、現在、今後の大垣市の教育について意見がありましたら

お願いします。 

矢橋 副委員

長 

スイトピアセンター、文化会館などは市の施設なのですか。 

平野 文化振

興課長 

図書館、文化会館、学習館を総称しスイトピアセンターといい、文化

会館、学習館については文化振興課の所管施設で、文化事業団が指定

管理しております。 

矢橋 副委員

長 

音楽堂等のトイレが洋式化していないようですが、文化振興だけでな

く、施設の改修についても文化振興課が管轄するものですか。 

平野 文化振

興課長 

第2次文化振興計画においても、施設の改善、充実を施策として掲げて

おります。文化芸術施設等のトイレ洋式化を進めているところですが、

財政状況により、改修に至っていない面もございます。 

矢橋 副委員

長 

高齢者の方が文化芸術施設等に行く機会が多くなっておりますが、和

式のトイレは使いづらいという声を聞きますので、ご検討いただきた

いと思います。講演会などのアンケートで、施設の利用満足について

も尋ねてみてはいかがでしょうか。 

田村 委員 図書館の利用について、図書館の開館日数は過去から増えていますか。 
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川元 図書館

長 

284日くらいで、増えているわけではございません。 

田村 委員 年末年始、お盆などに帰省された方が、気軽に図書館へ行くことがで

きれば、ふるさとを顧みることができるように、開館日について考え

てみることも必要かもしれません。 

平野 委員長 大垣を出た人間が、大垣に帰った時に、昔行ったなつかしい場所に行

くこともあります。開館日を検討することは、大垣の特性を発揮する

という意味では、大事なことだと思います。 

田村 委員 大人も子どもも芸術文化に気軽に親しめる環境が大事であり、今でも

大垣市は取り組んでおられますが、広報の仕方など含め、そうした環

境づくりに今後も取り組んでいただきたいと思います。特に子どもが

本物に触れることはいろいろな意味で大事だと思います。また、アン

ケート調査の設問については、文化芸術に「取り組む」ではなく、「親

しんでいる」などとするとよいかもしれません。 

北村 委員 大垣の小学校6年生は全員、奥の細道むすびの地記念館を見学すること

ができ、学芸員から専門的な話を聞いたり、水門川で俳句を詠んだり

することができます。教室ではなく、現場の風景を感じて、俳句を詠

めるということがとてもいいことだと感じております。また、市には

素晴らしい埋蔵文化財がありますので、子ども達が実物を見る機会が

あればよいと思います。 

平野 委員長 広報については、大垣市の広報誌は情報量が多すぎる面もあります。

ポスターなど駅前の店舗のシャッターに貼るだけでなく、装飾するな

ど工夫が必要かもしれません。 

馬淵 庶務課

長 

教育委員会の活動内容をよく知らないという声があるため、今年度か

ら、年2回、保護者を対象に、教育委員会だよりを配布し、教育委員会

の取り組みを知っていただく機会を設けております。 

矢橋 副委員

長 

市民全員へ周知することは考えていますか。 

馬淵 庶務課

長 

班回覧など市民全員が見ることができるよう検討いたします。 

矢橋 副委員

長 

全国的に教育委員会の話題がある中、市民や地域の方々が、こうした

情報により、大垣市や学校の現状を知ることは大切なことだと思いま

す。 
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平野 委員長 大垣市には立派な先人が数多くみえますが、その方々のゆかりの地な

どをまとめたパンフレットなどがあるといいＰＲになるのではないか

と思います。 

立川 学校教

育課長 

ふるさと大垣科に関しまして、学校としても、子ども達だけでなく、

保護者にも、土曜授業のふるさと大垣科の内容を理解してもらうこと

が大事であると考え、授業を公開しております。本日の意見を踏まえ、

さらに、地域の方々に対して公開していくことも大切であると感じる

ところです。 

山本 教育長 本日は、大垣市の教育活動に対し、評価指標以外の事項についても様々

なご意見をいただきありがとうございました。今後の取り組みに生か

してまいりたいと存じます。 

平野 委員長 それでは、これをもちまして、議事を終了させていただきます。 

馬淵 庶務課

長 

委員の皆様には、2日間にわたり6分野の取組みについて、ご意見をい

ただきありがとうございました。会議での意見を、今後の第2次振興計

画での取り組みに生かしていきたいと存じます。ご承認いただきまし

た、評価の結果につきましては、8月の定例教育委員会、9月の市議会

で報告させていただきます。これをもちまして、本日の会議を終了さ

せていただきます。本日は、ご出席賜り、誠にありがとうございまし

た。 

 

 

 


