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彗! ! 共同組合! ! 塔! ! 廂!

瑗征鳩悄瑫 紅紘責拘穀伍¶琯琨袗¶琨憐詼苜斃だ善臙に埣満善共同組合惚梅挑浩合溝午 

荒抗伍袿善共同組合購詼苜斃臙に埣満善駐ⒿY猫惚腿詹浩伍鍍梅膏荒耕肱抗 

酷合溝午莨◉腔溝控責袗埣満行国鵠¶琨憐ò膏荒酷合溝貢腔伍梅善行 

巷紅酷臙に憎拘穀巷広江考惚賴浩疹校合溝午 

 

臙に憎  !  抗購国康構洪広合溝伍臙に憎貢評グ腔構洪広合溝午!

¶琯琨袗¶琨憐だ善臙に埣満善共同組合貢梅挑行巷紅酷合浩肱伍臙に埣満善!

惚千ヱ浩合浩肱構竚穩賴浩疹校合溝午!

梗貢紅砿購伍詼苜斃だ善臙に埣満惚抗楡攻奮杭広紅紘攻合浩肱巷酷!

控膏康構洪広合溝午氛拘穀抗ぜ賴浩疹校合溝午!

¶琬瑋袗宣総購伍⻗怙朮苙ø行考広肱彗共同組合惚抗巡広浩徨著ª伍哘み!

ª荒U凅拘穀┽̇荒構共同組合ルクス惚広紅紘攻合浩紅午琬瑋袗膏広広合溝膏鍍!

鴈丹貢斃憎グ悄香貢Āà伍⻗怙朮苙ø惚航康溝鵠拘膏広康 3主貢ルクス共同組合!

惚抗巡広浩伍合紅伍琬瑋袗刷琯琤袗膏⻗怙朮苙ø貢巷酷苜行考広肱構

ルクス共同組合惚広紅紘攻合浩紅午汴琫瓉奮𣝣煑歧涪擄檥潙琯琨袗瓉槏巡椊殭玢檥淝

溱湞獦煑殭㯃擄猧瑆歧𣜿槏巡椊歧煑殭擐 

臙に埣満善淝歧煑歧涪潡擄斃憎グ悄潙欄妥㌼淝ヾ縟歧湞㯃獐⻗怙朮苙 

ø潙展帑溱焚獦36瓿淛槩泻淝檥瑆淛殭擐 

責袗潙埣満潙Ø鐶溱潡擄糫 詼苜鍍論⻗怙朮礴苽𥝱菑潙ぉ遊潙㌼主溱浘 

椊涪擄晰杰椊㰏牀W瓉椊泻泆槩泻椊淝68楤涪槏獦煑殭擐 

㰏岼殩潙淝槏獦擄詼苜鍍論⻗怙朮礴苽𥝱菑潡⻗怙朮苙ø潙稠♧淛㰏欬 

椊煑殭擐汴潙焚獦瞻椊瓉湄𣗄歧涪椊𣜿㮶擄鍍鴈丹㯃﨟㌧嶌40斃鴈礴苽𥝱菑溱 

Āネ欛琫泻檥淝瓉濊煑楤涪擄㰏ルクス共同組合瓉椊泻泆槩泻椊淝岼殩煑殭擐 

返埣満潙煨湞欛煑溱槏㮶琫煑歧涪潡擄鍍┶淝熺槏泄歧椊腎淛潡栝獦煑殭 

㯃擄責歙踽朮侮潙㰏表陪槏巡椊椊泻歧煑殭擐 

 

瑗征鳩悄瑫! 稿黒腔購饅行伍埣満貢壕荒江合拘穀伍60攸26赤惚抗巡広浩紅広膏岼 

港合溝午 

 

35譓埣満! ! ┶購42遊唆策左作座策宰荒貢腔溝控伍そ控巷酷蒻朮合腔葹傚哢嶌荒 

航腔臙𠮷惚膏耕肱抗酷合浩紅午﨑湾購怙浩蕁侮行匝38控腔攻合浩紅貢 

腔伍梗黒合腔貢ｫ!惚┽拘浩肱丱僥肯晃酷行⎣財団法人浩肱広攻紅広膏68恒 

肱広合溝午だ善臙に埣満購責憐腔琯袗ò膏荒酷合溝控伍合紅Ø鐶行広 

獄広獄膏臙恒肱広紅紘攻荒控穀ｫ!惚溢濠肱広攻紅広膏68恒肱広合 

溝貢腔国獄浩晃抗巡広浩合溝午 

 

I̊譓埣満! ! ┶購伍責朮柤貢⎡練┃斥詼苜⻗朮善共同組合盻貢弴征憎惚浩肱抗酷合溝午 

⻗朮善共同組合盻購伍斃塔貢琬琤髀砰琰琤髀合腔貢⻗朮42喝斥腔鏐癩江黒肱 

広合溝午⻗朮善共同組合盻貢┽罰膏浩肱購伍詼苜斎昏瑳塞墾采作伍梗航豪財 



肴察沙混作伍査策材沙懇冴貢箭逸伍梅挑荒航惚浩肱広合溝午┶紅絞貢 

身千購伍合絞肯晃酷惚祚康⎡染身千腔巷鵠膏60き浩伍浩耕拘酷┽罰浩 

肱広攻紅広膏68恒肱広合溝午琬朮侮国獄浩晃抗巡広浩合溝午 

 

憖〞埣満! ! 詼苜斃腎嶌貊貊憎善惚千ヱ浩肱だ善臙に埣満善共同組合行頓昵江皇肱広 

紅紘晃梗膏行荒酷合浩紅午国獄浩晃抗巡広広紅浩合溝午 

 

疹譓埣満! ! 琹琤髀合腔伍豪貢肯晃酷貢善だ腔左碕鷺察罪策惚浩肱抗酷合浩紅午 
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瓚畎瓞┃斥貢┽罰行複秤浩伍﨑湾購稿貢詼苜稠♧貢千ヱ腔溝午 
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﨟㌧嶌40炒况菜碕差貢ぉ遊惚奮ハ浩肱広合溝午琬朮侮国獄浩晃抗巡広 

浩合溝午 

 

遑觚埣満! ! ┶購宣撚伍詼苜斃塔行創骨腔抗酷伍稿貢墫行鍍鴈丹珙﨑湾貢﨟㌧嶌 

40斃鴈詐策座察珩麹坂詐才鉱穀拘紅惚肉詹浩肱広合浩紅午合紅伍鍍鴈 

丹麹だ善臙に㌼貢征釡行表陪江皇肱広紅紘広紅国康荒構そ腔伍梗貢善 

共同組合行複秤浩責袗腔琯袗行荒酷合溝午袿釡購┶斃行巷酷合溝哢史斃U哢 

嶌据慍遑☞論貢臙満腔溝午 

遑☞論豪描☞丹┃行Y巵江黒肱抗酷伍遑☞論膏広康斎墾察作彩惚藻 

康猤劵臙に荒航豪だ善臙に貢õ靍行渡耕肱晃鵠膏淞腰黒合溝午 

梗貢だ善臙に埣満善共同組合腔購港耕晃酷共同組合ルクス溝鵠梗膏控哢征腔巷鵠膏 

淞広合溝午 

琬朮侮国獄浩晃抗巡広浩合溝午 

 

恠擺埣満! ! 詼苜斃恠嶌貊貊憎善惚千ヱ浩肱梗貢善共同組合行頓昵溝鵠梗膏行荒酷合 

浩紅午荳工購伍琹髀砰琨琬髀貢岌航豪紅絞惚巷甲拘耕肱抗酷合溝午 

! 梗貢善共同組合腔購⻗怙朮控徙〵膏荒酷伍広考豪W肱広鵠岌航豪紅絞国 

酷伍朮占控疹控酷合溝控伍梗黒拘穀貢身貢腎惚ま⎞耕肱広晃⻗怙朮貢 

紅濠行購槨耕肱広攻紅広膏淞広合溝貢腔伍国獄浩晃抗巡広浩合溝午 

 

叟袍埣満! ! 欄O咤楼テラ哢嶌ü袗哢嶌グ腔斎碕策瑳テラ惚臙恒肱抗酷合溝午合紅伍 

弁哢嶌行 1991朮行罵グ江黒紅債坤鷺察妻墾策些グ碁犀婚削察最語貢 

êS惚浩肱抗酷合溝午 

犀婚削察最購哢善行頓凅溝鵠紘杭腔荒晃伍㔾滽70苙ル麹丱填貢婚載 

! ! ! ! ! 策宰荒航行豪複秤江皇肱広紅紘広肱抗酷合溝午渡嶌蕁購奏豪頓襷荒拘 

! ! ! ! ! 耕紅嶌﨟腔豪伍柏陪惚溝黒郊氣甲òª控け癩頓襷鵠膏広康梗膏購伍蘖 

! ! ! ! ! 嚊紅絞控風浩広く40惚ǽ壕ĩ講肱伍ゕ服 5憐貢菟楼哢善釘蛤膏広康46 

! ! ! ! ! 詬控火蕚浩肱広鵠貢腔購荒広拘膏淞広合溝午 

 



〞侮埣満! ! 﨑湾伍詼苜斃畎疒璅表共同組合善貢杷善憎膏誓疲恠嶌貊貢畎疒璅善憎惚江 

皇肱広紅紘広肱広合溝午合紅鯱〔鷲蟀荳購閤黒犢刷斎鷺察刷瑳魂昆坤 

貢ぉ遊埣満憎膏浩肱伍衲瑋蕁砰百歙琰蕁俵合腔恠嶌貊行抗酷合溝午合 

紅伍荳蟀荳購岌航豪膏痕察作瑳混懇宰┽罰惚浩肱抗酷合溝午痕察作瑳 

混懇宰┽罰購膏肱豪麹酷控広控巷酷伍慎﨟94杭肱┽罰浩肱広攻紅広膏 

淞耕肱広合溝貢腔伍国獄浩晃抗巡広浩合溝午 

 

Oろ埣満! ! 詼苜喪に表善貢杷善憎惚浩肱広合溝午 

纏剛航叟袍埣満拘穀債坤刷鷺察妻墾策些貢㌄控巷酷合浩紅控伍喪に 

表善貢ネ征腔巷鵠范蒟◎獄康拘広行購伍鯱朮犀婚削察最控襷肱伍昆察 

作惚ョ耕肱晃紘江耕肱広合溝午合紅伍犀婚削察最貢瓞璠貢表陪腔伍喪 

に丹腔岌航豪圃杭貢債坤刷鷺察妻墾策些パスカル40善惚ネ広伍哢哇囂℀腔溝 

浩伍岌航豪紅絞豪け癩犲控巷鵠国康腔溝午責袗腔琰袗ò行荒酷合溝午 

航康拘国獄浩晃抗巡広広紅浩合溝午 

 

I棲埣満! ! 梗貢琰蠻拘穀哢史枴貢⻗怙朮㌼帆鳩行荒酷合浩紅控伍稿黒合腔購岌 

航豪广柎詐策座察貢佐察瑳昨察混察伍⻗怙朮ù㍃詐策座察貢ù㍃満伍 

枴枉腔鉱膏酷ち广柎貢祚橲荒航伍枴行渡Ⓜ宣襷伍┗ぶ貢徨著Ⓜ膏浩肱 

接征惚浩肱攻合浩紅午 

 

瑗征鳩悄瑫! 稿黒腔購伍袿荳控¶ 31袗だ善臙に埣満善共同組合貢¶琨憐貢善共同組合行荒酷 

合溝貢腔伍共同組合憎刷杷共同組合憎惚ぬ染浩肱広紅紘拘荒杭黒郊荒酷合皇骨午共同組合 

憎控麑合鵠合腔購伍征鳩悄腔〕ネ江皇肱広紅紘攻合溝午 

! ! ! ! ! ! 合甲征鳩悄拘穀袿荳貢埣満貢頓昵◥齪貢况胞惚広紅浩合溝午袿荳貢 

埣満貢頓昵◥齪購伍埣満琨琬斥腎琨琤斥貢頓昵腔溝午⻗ǒ埣満伍0剌 

埣満購盻詹貢紅濠饉昵腔溝午 

詼苜斃だ善臙に埣満善共同組合ぉ遊Pⅻ¶琱襭行国酷ゕ俵舂貢頓昵控巷 

酷合溝貢腔伍善共同組合控癩U溝鵠梗膏惚况胞浩合溝午 

! ! 稿黒腔購贐浅珙1珩貢碁共同組合憎伍杷共同組合憎貢ぬ染行考広肱語惚共同組合主膏浩 

肱彗共同組合浩合溝控伍梗貢浅行考広肱埣満貢苜拘穀伍6097刷摂97荒航奏拘 

構牀W構洪広合溝拘午 

珙征鳩悄慎染貢呵珩 

０行構牀W豪荒広国康腔溝貢腔伍征鳩悄行抗広肱伍糶贐控構洪広合 

溝午征鳩悄膏浩合浩肱購伍共同組合憎行購伍4袗ò腔 6朮侮鳩濠肱梗穀黒紅 

Oろ埣満行伍合紅杷共同組合憎行購琯袗ò貢遑觚埣満行抗巡広浩肱購航康拘 

膏68恒肱広合溝午 

埣満貢Ø鐶伍広拘控腔浩告康拘午 

! ! ! ! ! ! ! ! !  

珙錂共同組合荒浩貢呵珩 

 

瑗征鳩悄瑫! ０行錂ルクス豪荒広国康腔溝貢腔伍共同組合憎行Oろ埣満伍杷共同組合憎行遑觚埣 



満膏広康梗膏腔麑巵広紅浩合溝午共同組合憎行Oろ埣満伍杷共同組合憎行遑觚埣満 

控ぬ染江黒合浩紅午 

! 稿黒腔購恣染行巷紅酷合浩肱伍慎ク構巷広江考惚抗巡広広紅浩合溝午 

 

Oろ共同組合憎! ! Ø鐶貢構表陪惚窗耕肱伍共同組合憎膏広康哢櫻惚詬紅浩紅広膏岼港合溝貢 

腔伍航康拘国獄浩晃抗巡広広紅浩合溝午 

 

遑觚杷共同組合憎! だ善臙に貢苙ø行考広肱伍壕荒江骨膏68恒肱広攻紅広膏岼港合溝 

! ! ! ! ! 貢腔伍国獄浩晃抗巡広広紅浩合溝午 

 

瑗征鳩悄瑫! 稿黒腔購伍共同組合憎行伍善共同組合貢〕ネ惚国獄浩晃抗巡広浩合溝午 

 

Oろ共同組合憎! ! 莨◉腔溝控伍∇艷珙2珩貢詼苜鍍論⻗怙朮詐策座察貢巷酷苜行考広 

肱珙オントロ黙蟷珩行考広肱征鳩悄行㌲蕚惚鵯濠合溝午 

 

瑗征鳩悄瑫! 稿黒腔購伍碁詼苜鍍論⻗怙朮詐策座察貢巷酷苜行考広肱語評グ臙に 

憎国酷Oろ共同組合憎行オントロ黙惚ネ広合溝午 

 

臙に憎! ! ! ¶ 31袗詼苜斃だ善臙に埣満善共同組合刷共同組合憎! Oろ巵帑鐶 

! ! ! ! ! 詼苜鍍論⻗怙朮詐策座察貢巷酷苜行考広肱伍だ善臙に┃珙蓖北 24 

朮 6蠻 10荳┃歐¶ 170偏珩¶ 17襭¶ 1慌¶ 2偏行儼肯攻伍詼苜 

鍍論⻗怙朮詐策座察貢㌼主惚閤合恒紅責歙貢巷酷苜行考広肱伍だ善 

臙に埣満善共同組合行オントロ黙浩合溝午詼苜斃臙に埣満善埣満憎! 幟擺蛤雛午 

! 荒抗伍⻗怙朮詐策座察貢㌼主行考攻合浩肱購伍歙剛航祚橲70国酷 

㌲蕚江皇肱広紅紘攻合溝貢腔伍国獄浩晃構彗共同組合貢剛航抗巡広賴浩疹 

校合溝午 

 

Oろ共同組合憎! ! ! 紅紘責伍臙に憎国酷碁詼苜鍍論⻗怙朮詐策座察貢巷酷苜行考広肱語 

オントロ黙惚奮杭合浩紅午責歙貢だ善臙に埣満善共同組合行抗攻合浩肱伍詼苜鍍 

論⻗怙朮詐策座察貢㌼主惚ぺ合恒紅責歙貢巷酷苜行考広肱共同組合ルクス惚 

ĩ講伍ı賴惚ネ広紅広膏68恒合溝午 

! 94攻合浩肱伍臙に埣満善征鳩悄Ⓜ満貢26赤惚抗巡広浩合溝午 

! ! !  

瑗征鳩悄瑫! ! 評グ臙に憎伍應だ善臙にグ憎伍便譓腎啅労蟷丹憎腔溝午26赤貢ヸ 

腎腔購構洪広合溝控伍評グ臙に憎伍應だ善臙にグ憎伍便譓腎啅労蟷 

丹憎行考攻合浩肱伍摂貢鍍鳩控巷鵠紅濠伍梗梗腔ユ昵江皇肱広紅紘 

攻合溝午摂貢征鳩悄購┗棲だ善臙にグ複征伍腎譓だ善臙にグ饅憎伍 

哢鑽だ善臙に⻗怙朮㌼憎伍I̊譓艙泌⎡㌼憎伍霸悃瑳材察最竭85㌼憎伍 

瀬填腎啅労蟷丹征鳩憎伍驥譓だ善臙に⻗怙朮㌼厨朸伍O襁詼苜鍍論 

⻗怙朮詐策座察盻憎伍徙㮈だ善臙に⻗怙朮㌼憎千弴伍棲〞刷慟譓弁 

㌼妥憎伍疲譓弁㌼厨染腔溝午 



Oろ共同組合憎  ! 稿黒腔購伍饅行贐浅珙琰珩詼苜斃貢だ善臙に行考広肱伍征鳩悄拘 

穀㌲蕚惚抗巡広浩合溝午 

 

瑗征鳩悄瑫! 臙に埣満善征鳩悄行購伍à弴グ伍嶌貊臙にグ伍だ善臙にグ伍労蟷 

丹控巷酷伍だ善臙に欄妥グ八購だ善臙にグ膏労蟷丹腔溝午返㌼憎拘穀 

盻à溝鵠征鳩貢鉐P荒航㌲蕚江皇肱広紅紘攻合溝午 

 

醐だ善臙に⻗怙朮㌼行考広肱乞 

! 碁霸癩琬琤朮柤征鳩鉐P語貢盻à征鳩貢鉐P惚填行厨挑征釡麹焚酷36 

壕行考広肱㌲蕚午だ善臙に儼むパスカル柞膏浩肱責朮柤購碁国康梗稿詼苜香語 

膏主浩伍詼苜斃貢江合洪合荒焚酷36壕行考広肱伍祚橲㌼貢Ⓜ満惚パスカル杳行 

帑苙午广柎臙に粐〕征釡腔購碁ち惚68恒鵠詐財才察語碁ち嶌40パスカル柞語荒 

航惚帑苙午合紅碁荳袿テラ刷哘艙泌努﨟臙帷征釡語碁衲靜テラ臙帷語惚丱僥 

竭85グ行42拍儡ネ浩肱帑苙午⻗怙朮貢筑菟に癩貢紅濠行伍閤黒犢斎鷺 

察刷瑳魂昆坤伍⻗怙朮に癩窩怡満貢征鳩悄伍⻗怙朮詐策座察惚稠♧膏浩 

紅⻗怙朮左材察宰征釡荒航惚帑苙午碁購紅絞貢考航広(癩斥┅)語購斃塔 

琨瑋腎嶌貊惚善凅行責朮柤琨蠻琨琨荳行帑苙制巵腔溝午詼苜鍍論⻗怙朮 

詐策座察行欄溝鵠梗膏午鉧嶂广柎澱h善帷行欄溝鵠梗膏午だ善臙に埣満 

善共同組合行欄溝鵠梗膏荒航貢釡鳩惚ネ耕肱抗酷合溝午 

 

醐艙泌⎡㌼行考広肱乞 

! 詼苜斃塔行購伍楼窩巵貢☂ǒワ剌幣卅伍┏ǒワ剌幣卅伍楼貢０迩別た 

腔巷鵠̋喝徇た伍譓腎广貢冴魂貢袍伍㌻擺貢婚座詐策犀碕珙莽珩伍覩グ 

貢轎譓珙蘆に珩荒航⎤ĩ荒艙泌⎡控巷酷伍梗黒穀惚嶂酷歙身行然恒肱広 

拘荒晃肱購荒穀荒広膏68恒肱広合溝午I史行巷鵠莠譓腎广Ê☞鴈態∇艷 

丹伍詼苜廏貢⅓悋∇艷丹腔貢征釡伍髏別査策材沙懇冴麹蒟貢̋喝斎昏瑳 

塞墾采作荒航豪梅挑浩肱広合溝午合紅伍丱僥行購0碩麹僊:荒航控鬆江 

黒肱抗酷伍紅膏恒艙泌⎡行窩巵江黒肱広荒晃肱豪伍襁貢髏別膏努行驩骨 

腔攻紅髏別艙泌の﨡膏浩肱膏穀恒伍合絞肯晃酷行┽拘浩伍航貢国康行歙 

身行然恒肱広晃拘控㌼主腔溝午合紅伍闍え幟髏別疚㌄善伍晋哂合考酷貢 

善荒航斃鴈練喪豪⒞氛行┽罰江黒肱広合溝午稿浩肱☂ǒ貢㏈僂【だ貢靤 

Çれ攻蠡恒貢制Ô控艙泌枉拘穀抗酷合浩紅貢腔伍岌航豪紅絞行豪捜釡 

惚喪鵬浩肱豪穀康制巵腔溝午 

梗黒拘穀豪斃塔貢江合洪合荒艙泌⎡惚♧惚O行浩伍煙膏浩荒控穀伍⎤ 

ĩ荒艙泌⎡惚然恒肱広攻紅広膏68恒肱広合溝午 

 

醐瑳材察最竭85㌼乞 

! 瑳材察最竭85㌼貢盻à征鳩貢鉐P行考広肱㌲蕚江皇肱広紅紘攻合溝午 

征釡貢厨荒豪貢購伍だ善喪に伍瑳材察最刷削魂鷺昏察査崎策伍嶌貊喪に 

苙ル貢梅膠伍喪に苙ル伍珙⎡珩詼苜喪に表善行欄溝鵠梗膏荒航腔溝午梗 

黒穀惚瑳材察最竭85砦沙崎策行儼肯攻征釡悽梅惚ネ荒耕肱広合溝午 



! 合紅伍喪に窩怡埣満表共同組合善伍詼苜削魂鷺昏察査崎策表善伍瑳材察最怙 

朮練貢征鳩悄惚祚耕肱広合溝午 

斃貢婚載策宰膏浩肱購蒟袗伍┽峽G遍喪に哢善伍喪に貢荳刷瑳材察最 

混察採采作伍碕些砦察刷混察採采作伍恠嶌﨟ǒ嶹臙帷荒航伍哘鐶荒ネ征 

惚ネ耕肱広合溝午 

饅行嶌貊梅膠征釡腔溝控伍恠嶌貊貢喪に苙ル惚嶌貊臙に行腑姚貢荒広 

õ露腔梅膠浩伍晰杰広斃鴈行瑳材察最惚鉤浩骨腔豪穀耕肱広合溝午 

盻à苙ル膏浩肱購伍G遍瑳材察最詐策座察珙憤疹u砌凅相ル珩伍徽斃 

鴈喪に丹伍ǒ咤┽罰詐策座察控巷酷合溝午 

責歙貢瑳材察最苙ル貢與喋制巵膏浩肱伍¶琬拐簇攤凅闢行覩グ瑳材 

察最鍍論伍填詼苜O㔾貊た丱貢喪に丹膏塞採瑳唆察宰貢膃黛惚セ逸浩肱

抗酷合溝午橲㌼貢征鳩鉐P膏浩肱購宣疹腔溝控伍詼苜喪に表善貢″60征

釡膏浩肱帑苙浩肱抗穀黒鵠紺策些斎墾再査堺察瑳材察最魂碕細行考広

肱伍怙浩26赤江皇肱広紅紘攻合溝午瑳材察最竭85砦沙崎策行豪G遍俘瑳

材察最魂碕細貢に癩惚ペセタ耕肱抗酷合溝控伍善満韮貢瑳材察最魂碕細腔合

豪荒晃琱朮ò惚拷拘恒伍善満舂豪 700 斥⅓行荒耕肱抗酷合溝午喪に表

善控秤ç練喪膏ヾ縟浩伍返Ě瑳材察最控鉤浩濠伍合紅広獄広獄荒瑳魂察

作豪詹牀江黒肱抗酷伍橲㌼膏浩肱豪哢広行袗欹惚浩肱広鵠征釡腔溝午 

 

! 醐腎啅労蟷丹行考広肱乞 

! 蓖北 48朮行̇ぅ浩紅詼苜斃貢労蟷丹購伍梗航豪拘穀抗朮廛酷合腔控 

鴪き行労蟷丹惚肉詹腔攻鵠国康行伍合甲購薙帷荒航貢恠江荒左察砦瑳材 

婚策宰拘穀購港合酷伍霸癩 17朮 4蠻行梅丹浩紅腎啅労蟷丹惚賁膏浩肱

労蟷丹控 8丹伍薙帷控 11伍60罰ワ艙柮控 27拘盻腔労蟷丹左察砦瑳惚ネ

耕肱広合溝午 

腎啅労蟷丹控梅丹浩肱 4朮控ゕ昂紅霸癩 20朮柤貢肉詹◥齪購伍〝頓 

宕舂控 440浸宕惚ヒô浩合浩紅午腎啅労蟷丹梅丹撚膏鰔ゖ溝鵠膏伍28玷 

豪匆恒肱広合溝午 

江合洪合荒労蟷丹肉詹行姚并貢巷鵠苜香貢左察砦瑳膏浩肱伍姚并70刷 

㔾滽70左察砦瑳惚ネ耕肱広合溝午合紅伍岌航豪紅絞香貢左察砦瑳行豪̇ 

ぅ宣襷伍焚酷36骨腔攻合浩紅午梗貢鵑朮貢岌航豪紅絞香貢左察砦瑳行徙 

浩肱伍霸癩 18朮柤行艙グ┿嶌ÿ拘穀碁岌航豪貢ファラド蟷┽罰釘┵帑の労蟷 

丹語膏浩肱ヱ檳江黒合浩紅午合紅伍斃鴈膏膏豪行労蟷丹┽罰惚膏広康労 

蟷丹貢苜ə貢豪膏行労蟷丹ぉ遊行哘晃貢在碕策塞墾坤控複秤江黒肱広 

合溝午 

責歙貢ネ征膏浩肱購伍11蠻 8荳行碁鉱穀拘紅蛟牝哢善語11蠻 14砰15 

荳行鷺左婚魂作刷細再魂斃荒航惚梅挑浩合溝午 

 

Oろ共同組合憎! 稿黒腔購94攻合浩肱伍贐浅珙琱珩貢碁責歙貢善共同組合貢〕濠苜行考広肱語 

惚共同組合主膏浩合溝午∇艷貢碁詼苜鍍論⻗怙朮詐策座察貢征釡鉐P膏㌼主行 

考広肱語征鳩悄拘穀㌲蕚惚抗巡広浩合溝午 



瑗征鳩悄瑫詼苜鍍論⻗怙朮詐策座察購碁⻗怙朮行嶌40膏畉広貢凅惚紳恒伍⻗怙朮 

貢栓侮捜酷膏┽罰惚拍癩浩伍筑菟荒に癩惚労鵠梗膏惚òª行霸癩琬朮琨 

蠻行梅盻浩伍合豪荒晃梅盻琬琤朮惚ヅ恒合溝午 

肉詹購̈ô韮腔⻗怙朮貢練喪惚購港濠伍慎l貢練喪豪㏍艷腔肉詹腔攻 

合溝午合紅咋砦察購鯱荳⻗怙朮惚購港濠鐶娯荒朮千貢苜貢嶌40貢凅麹広 

梗広貢凅膏浩肱行昂腰耕肱広合溝午 

椥☞貢鉐P購抗ョ酷広紅浩合浩紅犀策斎削再宰惚構そ晃紘江広午⻗怙 

朮詐策座察購静史詼苜袞ワ鍍論潑拘穀㌻擺齊擺鍍論仲香2/11琨琱琤坂察 

宰作貢膏梗獄行構洪広合溝午琨湾購鍍ル斃凅左策犀察魂腔琬湾琯湾控 

⻗怙朮詐策座察膏荒耕肱抗酷合溝午肉詹腔攻鵠善共同組合帷麹喋亦行考広肱購 

梗絞穀行ヒこ貢膏抗酷腔溝午 

! 饅行∇艷行儼肯攻伍㌼主行考広肱㌲蕚浩合溝午 

霸癩琨瑇朮琨琤蠻行鍍鴈丹控﨟㌧嶌40斃鴈詐策座察膏浩肱伍斃憎グ悄

行盻à控Ā酷伍﨟㌧嶌40貢稠♧苙ル伍丱僥膏貢ヾ縟麹┽淤泌行⎣財団法人溝鵠

苙ル香膏悼Y江黒合浩紅午37琨瑋朮琨蠻行購梅丹蕁侮貢稟哢珙衲 9蕁梅

丹麹』荳貢梅丹珩伍琰蠻行購苙ル貢衄艷泌控瑳座察宰浩伍2/11 2 朮惚42肱

巵?浩肱広合溝午荒抗伍だ善臙に苙ル行抗広肱悼Y徙〵膏江黒紅貢購伍

苙ル貢淤賚行慎喪淤控W穀黒鵠碁鍍鴈丹琹丹語膏碁鍍鴈丹ª雍㋞惚衄溝

鵠琬丹珙左策菜碕差斃鴈詐策座察磌評グ斃鴈詐策座察珩語腔伍詼苜鍍論⻗

怙朮詐策座察購徙〵咤膏江黒合浩紅午 

Wö浩溝高攻㌼主膏浩肱購厨行饅貢国康荒♧腔巷鵠膏68恒肱広合溝午 

琨珩! 﨟㌧嶌40斃鴈詐策座察行抗杭鵠奮×70⎞祚韮柤控⑭ヲ磌!

巵?浩肱広鵠梗膏拘穀伍慎l練喪貢藻詹行抗広肱伍鍍霸淤!

控ブ胎腔攻肱広荒広午!

琬珩! 肩鉤帷̌貢喋亦惚購港濠伍苙ル貢67裼泌行徙泱溝鵠42’!

控責歙合溝合溝氣P膏荒鵠午!

琯珩! ⻗怙朮膏慎l貢練喪惚伍弁難腔苙ル貢肉詹賴ス壕惚奮設!

浩肱抗酷伍̈ ô練喪舂豪慎l練喪控2/113諾惚錨濠肱広鵠膏広

康◥齪行巷鵠午!

琰珩! 梅丹梅埆蕁侮麹遷丹荳伍壬砿行肉詹徙〵70荒航伍﨟㌧嶌

40斃鴈詐策座察貢ぉ遊膏錂荒鵠♧控哘広午!

! ! ! !  

Oろ共同組合憎! ! オントロ黙行徙溝鵠ı賴貢袗荳行考攻合浩肱伍征鳩悄貢68恒惚抗ⓥ拘皇晃 

紘江広午 

 

瑗征鳩悄瑫! 善共同組合行考攻合浩肱購伍梗貢巷膏朮塔行琯憐伍朮蕚杭貢琯蠻合腔行琬 

憐⅓柤貢梅挑惚制巵浩肱抗酷合溝午ı賴行考攻合浩肱購伍襷朮貢琯蠻 

惚濠航行抗巡広浩紅広膏68恒合溝午 

 

Oろ共同組合憎   腔購だ善臙に埣満善共同組合膏広紅浩合浩肱伍襷朮 3蠻合腔行ı賴惚ネ広 

紅広膏淞広合溝午埣満貢Ø鐶行購伍奏拘膏座婚宰荒荳⅓行荒酷合溝控 



国獄浩晃抗巡広広紅浩合溝午腔購伍責合腔返㌼拘穀哘苜煙行喰耕肱 

㌲蕚広紅紘攻合浩紅控伍奏拘構⇄黙購構洪広合皇骨拘午 

 

叟袍埣満! ! 労蟷丹行抗楚広広紅浩合溝午巵朮̌ユⓂ溝鵠纏﨟拘穀国晃忝講穀黒 

! ! ! ! ! 鵠骨腔溝控伍秦P行荒耕紅労蟷行考広肱伍労蟷丹腔楡攻焚耕肱広紅紘 

杭合溝拘午 

 

瑗征鳩悄瑫! 廛✿購伍抗奮杭浩合溝午紅紘浩伍┽詹苜┃行考広肱購労蟷丹行抗染 

! ! ! ! ! 皇広紅紘杭鵠梗膏惚構矼㌙広紅紘広紅疹腔溝午合紅伍構60ホ腔抗窗絞 

ス壕広紅紘晃梗膏行荒酷合溝午 

 

I棲埣満! ! ⻗怙朮詐策座察貢㌲蕚貢腎腔⻗怙朮ù㍃貢㌲蕚惚伍豪康怙浩抗巡広 

! ! ! ! ! 浩合溝午 

 

瑗征鳩悄瑫! ⻗怙朮詐策座察行抗広肱⻗怙朮左材察宰征釡惚ネ耕肱抗酷合溝午 

だ善臙に⻗怙朮㌼控腎氛膏荒酷伍⻗怙朮詐策座察膏努行ネ耕肱広合 

溝午責伍¶琨伍¶琯篇蟀荳行返彦薙構膏行ù㍃蕁侮惚ル杭伍⻗怙朮貢 

楡攻梗豪酷麹濺壕荒航惚ⓥ広肱広合溝午責朮柤拘穀ù㍃蕁侮惚哦侮行 

Ā罰浩合浩肱伍⻗怙朮控頓麹溝広蕁侮行Wö浩肱帑苙浩肱広合溝午 

 

Oろ共同組合憎! ! 梗黒購征撚行制2/11控氣P腔溝拘伍稿貢蕁侮行ネ耕紅穀ù㍃行貢耕肱 

豪穀恒鵠貢腔溝拘午 

 

瑗征鳩悄瑫! 購広征撚行制2/11控氣P腔溝午蕁侮彦薙控構洪広合溝貢腔伍制2/11徨詹 

貢袞㌄腔賴浩ス壕控氣P腔溝午 

 

遑觚杷共同組合憎! 饅憐貢善共同組合腔と浩肱広紅紘攻紅広∇艷控巷酷合溝午詼苜鍍論⻗怙朮 

詐策座察貢∇艷貢琬﨨行㌼主控巷酷合溝控伍鍍鴈丹拘穀﨟㌧嶌40斃鴈 

詐策座察行哇腰耕肱拘穀貢祇点貢ぉ詹◥齪行考広肱伍合紅伍⻗怙朮 

左材察宰征釡貢ù㍃貢肉詹𠮟柤行考広肱伍臙恒肱晃紘江広午 

 

瑗征鳩悄瑫! 構⇄黙貢∇艷行考攻合浩肱購伍饅憐貢善共同組合合腔行﨟㌧嶌40㌼膏豪ù 

㍃浩合浩肱橲荳行∇艷惚抗と浩浩合溝午 

⻗怙朮左材察宰征釡腔溝控伍梗貢琬朮侮貢浅舂腔購伍鉱攻梗豪酷貢 

ù㍃控椀叩ª行哘晃荒耕肱広合溝午梗貢征釡購哢史枴拘穀42拍ů惚奮 

杭肱帑苙浩肱攻合浩紅控伍霸癩琬琤朮柤腔42拍ů貢睛絞謎酷膏荒酷伍 

責朮柤拘穀斃貢豹″征釡膏浩肱焚酷36拷梗膏行荒酷伍哦侮貢ù㍃蕁侮 

行査斎宰浩伍胎宗教法人70荒航控ù㍃行襷麹溝広蕁侮昴行ネ耕肱抗酷合溝午 

合紅袞㌄ù㍃豪ネ耕肱抗酷合溝午㌼主膏浩合浩肱購伍鉐講琬琹髀合腔 

貢苜惚徙〵膏浩肱抗酷合溝控伍琬琹髀惚〈恒紅拘穀膏広耕肱ù㍃惚奮 

杭設杭荒広膏広康梗膏腔購巷酷合皇骨午 



!!!!

詼苜斃腔購广柎澱hù㍃盻麹臙に艙泌詐策座察荒航伍朮千行泱港紅 

ù㍃5塀豪巷酷伍稿貢シ酷膏貢ヾ縟惚膏耕肱広晃氣P控巷酷合溝午 

 

遑觚杷共同組合憎! 巷膏琬考伍⻗怙朮詐策座察貢̈ô◥齪腔購蕚穀拘行藻詹溝鵠𠮟柤 

! ! ! ! ! 控⻗怙朮膏慎l腔購ゖ耕肱広合溝控伍帑墫行肉詹浩肱広鵠蕁侮昴行考 

広肱航康腔溝拘午⻗怙朮購蕀侮購嶌貊控巷酷伍肉詹購腔攻荒広膏淞広 

合溝貢腔伍蟀荳膏蕁侮貢０毳惚臙恒肱真江広午 

豪康慎考購伍﨟㌧嶌40斃鴈詐策座察腔購厨挑征釡惚航貢⅓柤帑苙浩 

肱抗穀黒鵠貢腔浩告康拘午合紅斃鴈控厨挑征釡行複秤江黒鵠凅遍貢’ 

詹⎞祚購伍衄艷拘㏍艷拘臙恒肱真江広午 

 

瑗征鳩悄瑫! ⻗怙朮詐策座察貢グ悋迩貢肉詹◥齪行考広肱購伍饅憐行抗頓浩広紅 

浩合溝控伍肩鉤帷行考広肱購伍哂苜拘穀哦行拘杭肱膏鷲蟀伍荳蟀行⻗ 

怙朮貢肉詹控哘広諜圃行巷酷合溝午琰蠻拘穀琹蠻貢蕀侮行考広肱購伍 

慎l瑄瑍⻗怙朮琯膏荒耕肱広合溝控伍梗黒控瑄蠻伍瑇蠻貢咬遷壕膏荒 

鵠膏レゞ浩合溝午合紅伍﨟㌧嶌40詐策座察貢厨挑征釡購┽罰埣満善控 

巷酷伍詼苜斃拘穀⎞祚ů惚腑頓浩肱広合溝午厨挑征釡行考広肱腔購伍 

褫艷’⅓柤貢帑’惚広紅紘広肱広合溝浩伍複秤’̌貢毳分購伍鍍鴈丹 

蕁千拘穀楡攻93控黒肱抗酷合溝午梗貢巷紅酷豪﨟㌧嶌40㌼膏豪ù㍃ 

浩伍∇艷惚抗頓浩浩肱広攻紅広膏68恒肱広合溝午 

㔾袍埣満! ! 癩斥臙に行欄溝鵠梗膏行考広肱奴喪ª行臙恒肱晃紘江広午 

 

瑗征鳩悄瑫! 癩斥臙に貢奴喪ª荒塔廂行考攻合浩肱購伍だ善臙に儼むパスカル柞膏広康 

征釡鞭惚考杭合浩肱伍蒻朮柤購23弐満韮柤行考広肱伍責朮柤購碁国康 

梗稿詼苜香語膏広康梗膏腔伍詼苜斃行楡耕〈浩肱梗穀黒肱侮豪荒広苜 

香貢伍岌に肱刷臙に伍艙泌に甜刷艙泌⎡刷猤劵荒航貢パスカル柞惚箭逸浩肱 

抗酷合溝午稿貢摂伍だ善黙主荒航豪焚酷渡黒肱広晃高攻紘膏68恒肱広 

合溝午 

 

Oろ共同組合憎! ! 腔購稿貢摂奏拘構洪広合皇骨拘午荒広国康腔浩紅穀伍饅憐貢善共同組合貢 

! ! ! ! ! 荳⅓行考広肱㌽與浩紅広膏淞広合溝午 

 

瑗荳⅓㌽與瑫 

 

Oろ共同組合憎! ! 荳⅓行考攻合浩肱購伍10蠻 6荳珙篇珩百歙 3蕁拘穀伍善凅購オントロ黙

惚奮杭紅詼苜鍍論⻗怙朮詐策座察腔苙ルW嶌惚浩紅歙伍詐策座察塔腔

善共同組合惚ネ広合溝午!!!!



別紙標準様式（第７条関係） 会 議 録（要録） 

会 議 の 名 称 第３１期 第１回社会教育委員会議 

開 催 日 時 平成２１年９月１０日（木） 
１０時００分から 

１２時００分まで 

開 催 場 所 教育委員会室 

出 席 者 

西邨定実議長、植松千代美副議長、荒田英道委員、 

稲田義治委員、岩谷誠委員、上田卓是委員、小川温子委員、 

髙木統禧委員、谷間倫子委員、藤井泰雄委員 

欠 席 者 青野明子委員、石塚美穂委員 

案  件  名 

（１）議長、副議長の選任について 

（２）会議の取り扱いについて 

（３）社会教育委員について 

（４）枚方市の社会教育について 

（５）今後の会議の進め方について 

提出された資料等の 

名 称 

（１） 社会教育委員会議について（社会教育法等） 

（２）「枚方公園青少年センターについて」（諮問書） 

（３）枚方公園青少年センターについて（経過、課題、事業概要） 

【資料】 

・社会教育部・図書館の事務概要 

・社会教育、青少年施策、留守家庭児童会室について 

（社会教育青少年課） 

・本市文化財について（文化財課） 

・スポーツ振興について（スポーツ振興課） 

・本市の図書館について（中央図書館） 

決  定  事  項 議長を西邨定実氏、副議長を植松千代美氏に選出 

会議の公開、非公開の別 

及 び 非 公 開 の 理 由 
公開 

傍 聴 者 の 数   ０人 

所 管 部 署 

（ 事 務 局 ） 
社会教育部社会教育青少年課 

    

    

    



審  議  内  容 

＜事務局＞ ただ今から、第３１期第１回枚方市社会教育委員会議を開催します。 

なお、本会議は枚方市教育委員会傍聴規則を準用し、公開となってお 

ります。早速ですが今期委員による第１回目となりますので、開会に 

あたり教育長からあいさつを申し上げます。 

 

教育長    おはようございます、教育長の南部でございます。 

第３１期第１回社会教育委員会議の開催にあたりまして、教育委員会 

を代表しましてご挨拶申し上げます。 

このたびは、枚方市社会教育委員をお引き受けいただきましてあり 

がとうございます。心からお礼申し上げます。 

第２９期以降は、青少年施策について審議をお願いし専門的、多角 

的な立場から活発なご議論をいただきました。２９期といいますと公 

民館の市長部局への移管、青少年施策をどうするかという 2 題の論議 

をお願いし、また、２９期・３０期と青少年施策のあり方についてご

論議をいただきました。それを受けまして、この３１期をお願いすること

になりますが、よろしくお願いします。 

教育委員会としましては、市長部局の関係課と連携しながら青少年施 

策の充実に取り組んできたところです。 

今期の委員の皆様には、 枚方公園青少年センターの運営の課題につ 

いて、幅広いご意見をいただきたいと考えております。 

ご存じのとおり、枚方公園青少年センターは青少年施策の拠点でござ 

います。その取り扱いをどうしていくか、公民館が生涯学習市民センターに 

移行されたことをふまえて、ご論議をいただきたいと存じます。 

各委員のみなさまにおかれましては、公私ともお忙しい中ではあります 

が、今後２年間のご協力お願いいたします。 

 

＜事務局＞ それでは次に、委員のみなさまから、自己紹介をお願いしたいと存 

じます。 

 

荒田委員  私は経営コンサルタントなのですが、縁があり昨年まで星城大学な 

どで教鞭をとっておりました。現在は少し時間に余裕ができましたの 

で、これまでの研究を活かして地域づくりに貢献していきたいと考え 

ています。社会教育委員は今回で３期目となりますが、また皆様にい 

ろいろと教えていただきながら研究を深めていきたいと考えていま 

すのでよろしくお願いします。 

 

稲田委員  私は、今年度の財団法人枚方青年会議所の理事長をしております。 

青年会議所は、市内の２０歳～４０歳までの青年経済人で構成されて 

います。青年会議所の活動としては、枚方フェスティバル、こどもミ 



ュージカル、シンポジウムの企画、開催などをしています。私たちの 

世代は、まちづくりを担う責任世代であると自覚し、しっかり活動し 

ていきたいと考えています。２年間よろしくお願いします。 

 

岩谷委員  枚方市中学校校長会を代表して社会教育委員会議に出席させてい 

ただくことになりました。よろしくお願いいたします。 

 

上田委員  ６０歳まで、ものづくりの会社でサラリーマンをしておりました。 

定年後はＮＡＬＣ（ニッポン・アクティブライフ・クラブ）という 

ＮＰＯ法人の活動に参加し、現在はその枚方拠点の代表です。 

ＮＡＬＣは、教育文化センターで開催されている高齢者対象の「生 

きがい創造学園」の講座や、この輝きプラザきららの１～２階にある 

生涯学習情報プラザの運営を受託しています。２年間よろしくお願い 

します。 

 

植松委員  私は以前、枚方市内に住んでおり、その際に公民館（現在の生涯学 

習市民センター）やメセナひらかたを利用していました。また、公民 

館や社会教育課の事業に協力させていただいたようなご縁で、この会 

議に参加し今期で３期になります。本業は私市にあります大阪市立大 

学附属植物園の教員です。 

植物園も博物館法に規定されており、植物園というフィールドを使 

う環境教育なども社会教育の範疇に入ってくると思われます。 

この社会教育委員会議ではじっくり議論することが大事であると 

思います。 

２年間よろしくお願いします。 

 

小川委員  枚方市小学校校長会を代表してこの会議に出席することになりま 

した。日頃は、６歳～１２歳の子どもたちをあずかっております。 

 この会議では青少年が対象となり、いつも見ている子どもたちよ 

り、年令が上がりますが、これからの世の中を背負っていく青少年の 

ために頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

髙木委員  関西外国語大学短期大学部でフランス語を教えております。また、 

同大学に 1991年に創部されたチアリーディング部「パイレーツ」の 

監督をしております。 

パイレーツは大会に出場するだけでなく、高齢者施設や地元のイベ 

     ントなどにも参加させていただいております。入学時は何も出来なか 

     った学生でも、努力をすれば必ず目的が達成出来るということは、彼 

     女たちが厳しい練習を積み重ねて、過去 5回の全国大会優勝という結 

     果が証明しているのではないかと思います。 

 



谷間委員  現在、枚方市ＰＴＡ協議会の副会長と交北小学校のＰＴＡ会長をさ 

せていただいています。また毎週土曜日はふれ愛・フリー・スクエア 

の運営委員長として、朝９時～午後４時半まで小学校におります。ま 

た、日曜日は子どもとガールスカウト活動をしております。ガールス 

カウト活動はとてもやりがいがあり、一生続けて活動していきたいと 

思っていますので、よろしくお願いします。 

 

西邨委員  枚方体育協会の副会長をしています。 

先ほど髙木委員からチア・リーディングの話がありましたが、体育 

協会の行事である新春走ろうかいには、毎年パイレーツが来て、エー 

ルを送ってくださっています。また、パイレーツのＯＧの協力で、体 

育館で子ども向けのチア・リーディング講習会を行い、大変好評です 

し、子どもたちも達成感があるようです。今期で４期目になります。 

どうかよろしくお願いいたします。 

 

藤井委員  この４月から大阪府の青少年課勤務になりましたが、それまでは子 

ども家庭センターのケースワーカー、青少年相談センターの相談員、 

府庁でひとり親家庭の担当など、府に入職以来、福祉の専門職として 

仕事をしてきました。 

 

＜事務局＞ それでは、本日が第 31期社会教育委員会議の第１回の会議になり 

ますので、議長・副議長を選任していただかなければなりません。議 

長が決まるまでは、事務局で進行させていただきます。 

      まず事務局から本日の委員の出席状況の報告をいたします。本日の 

委員の出席状況は、委員１２人中１０人の出席です。青野委員、石塚 

委員は所用のため欠席です。 

枚方市社会教育委員会議運営要綱第５条により過半数の出席があ 

りますので、会議が成立することを報告します。 

  それでは案件（1）の「議長、副議長の選任について」を議題とし 

て審議しますが、この件について委員の方から、自薦・他薦など何か 

ご意見ございますか。 

（事務局一任の声） 

特にご意見もないようですので、事務局において、提案がございま 

す。事務局としましては、議長には、4期目で 6年間務めてこられた 

西邨委員に、また副議長には３期目の植松委員にお願いしてはどうか 

と考えています。 

委員の皆様、いかがでしょうか。 

          

（異議なしの声） 

 

＜事務局＞ 特に異論もないようですので、議長に西邨委員、副議長に植松委 



員ということで決定いたします。議長に西邨委員、副議長に植松委員 

が選任されました。 

 それでは就任にあたりまして、一言ごあいさつをお願いいたします。 

 

西邨議長  皆様のご協力を持って、議長という大役を果たしたいと存じますの 

で、どうかよろしくお願いいたします。 

 

植松副議長 社会教育の施策について、みなさんと考えていきたいと存じます 

     ので、よろしくお願いいたします。 

 

＜事務局＞ それでは、議長に、会議の進行をよろしくお願いします。 

 

西邨議長  早速ですが、資料（2）の枚方公園青少年センターのあり方につい 

て（諮問書）について事務局に説明を求めます。 

 

＜事務局＞ それでは、「枚方公園青少年センターのあり方について」南部教育 

長より西邨議長に諮問を行います。 

 

教育長   第 31期枚方市社会教育委員会議・議長 西邨定実様 

     枚方公園青少年センターのあり方について、社会教育法（昭和 24 

年 6月 10日法律第 170号）第 17条第 1項第 2号に基づき、枚方 

公園青少年センターの課題をふまえた今後のあり方について、社会 

教育委員会議に諮問します。枚方市教育委員会委員長 宮川勝也。 

 なお、青少年センターの課題につきましては、後ほど担当者より 

説明させていただきますので、よろしくご審議のほどお願い申し上 

げます。 

 

西邨議長   ただ今、教育長より「枚方公園青少年センターのあり方について」 

諮問を受けました。今後の社会教育委員会議におきまして、枚方公 

園青少年センターの課題を踏まえた今後のあり方について議論を 

重ね、答申を行いたいと考えます。 

 続きまして、教育委員会事務局職員の紹介をお願いします。 

    

＜事務局＞  南部教育長、岸社会教育部長、吉田中央図書館長です。紹介の途 

中ではございますが、南部教育長、岸社会教育部長、吉田中央図書 

館長につきまして、他の公務があるため、ここで退席させていただ 

きます。他の事務局は福井社会教育部参事、中田社会教育部次長、 

大槻社会教育青少年課長、稲田文化財課長、平尾スポーツ振興課長、 

亀元中央図書館事務長、武田社会教育青少年課主幹、西村枚方公園 

青少年センター所長、対馬社会教育青少年課長代理、井谷・岡田同 

課係長、北田同課主任です。 



西邨議長   それでは、次に案件（４）枚方市の社会教育について、事務局か 

ら説明をお願いします。 

 

＜事務局＞ 教育委員会事務局には、管理部、学校教育部、社会教育部、図書 

館があり、社会教育関係部署は社会教育部と図書館です。各課長から 

所管する事務の概要など説明させていただきます。 

 

【社会教育青少年課について】 

 「平成２０年度事務概要」の所管事務の概要を元に主催事業や取り組 

みについて説明。社会教育基礎講座として今年度は「ようこそ枚方へ」 

と題し、枚方市のさまざまな取り組みについて、担当課の職員を講師に 

実施。家庭教育推進事業では「親を考えるセミナー」「親学習講座」な 

どを実施。また「日本語・多文化共生教室事業」「朝鮮語教室」を地域 

振興部に補助執行して実施。青少年の健全育成のために、ふれ愛フリ 

ー・スクエア、青少年育成指導員の事務局、青少年センターを拠点とし 

た青少年サポート事業などを実施。「はたちのつどい(成人祭)」は市内 

１９中学校を会場に今年度１月１１日に実施予定です。枚方公園青少年 

センターに関すること。留守家庭児童会室に関すること。社会教育委員 

会議に関することなどの業務を行っております。 

 

【文化財課について】 

 枚方市内には、国指定の牧野車塚古墳、禁野車塚古墳、国の特別史跡 

である百済寺跡、田中家のムクの木、淀川のイタセンパラ（魚）、東部 

の棚田（景観）など貴重な文化財があり、これらを守り後世に伝えてい 

かなくてはならないと考えています。藤阪にある旧田中家鋳物民俗資料 

館、枚方宿の鍵屋資料館での事業、歴史シンポジウムや春の百済フェス 

ティバルなども開催しています。また、地域には石仏や灯籠などが残さ 

れており、たとえ文化財に指定されていなくても、村の歴史と共に歩ん 

できた歴史文化遺産としてとらえ、まちづくりに活かし、どのように後 

世に伝えていくかが課題です。また、樟葉宮歴史懇話会、七夕まつりの 

会など市民団体も熱心に活動されています。そして牧野の片埜神社の檜 

皮葺き替えの予算が文化庁からおりましたので、子どもたちにも作業 

を体験してもらう予定です。 

これからも市内のさまざまな文化財を点を線にし、面としながら、貴 

重な文化財を伝えていきたいと考えています。 

 

【スポーツ振興課】 

 スポーツ振興課の所管事務の概要について説明させていただきます。 

事業の主なものは、社会体育、スポーツ・レクリェーション、学校体育 

施設の開放、体育施設、（財）枚方体育協会に関することなどです。こ 

れらをスポーツ振興ビジョンに基づき事業展開を行なっています。 



 また、体育指導委員協議会、枚方レクリェーション協会、スポーツ少 

年団の事務局を担っています。 

市のイベントとしては春期、秋季総合体育大会、体育の日・スポーツ 

カーニバル、ラグビー・カーニバル、小学生野球教室など、多様な行事 

を行っています。 

次に学校開放事業ですが、小学校の体育施設を学校教育に支障のない 

範囲で開放し、幅広い市民にスポーツを楽しんでもらっています。 

所管施設としては、総合スポーツセンター（陸上競技場併設）、渚市 

民体育館、野外活動センターがあります。 

今後のスポーツ施設の整備予定として、第２清掃工場横に東部スポ 

ーツ公園、元枚方西高校跡地の体育館とテニスコートの改修を計画して

おります。当課の事務概要としては以上ですが、枚方体育協会の独自事

業として実施しておられるキングフィッシャースポーツクラブについ

て、少し紹介させていただきます。スポーツ振興ビジョンにも総合型ス

ポーツクラブの育成を謳っておりますが、会員制のスポーツクラブでま

もなく５年目をむかえ、会員数も 700 人程になっております。体育協

会が加盟団体と連携し、各種スポーツが楽しめ、またいろいろなスクー

ルも用意されており、当課としても大いに期待をしている事業です。 

 

 【中央図書館について】 

 昭和 48年に発足した枚方市の図書館は、こどもからお年寄りまでが 

気軽に図書館を利用できるように、まずは分室などの小さなサービスポ 

イントからはじまり、平成 17年 4月に開館した中央図書館を核として

図書館が 8館、分室が 11、自動車文庫が 27か所で図書館サービスを行

っています。 

中央図書館が開館して 4年が過ぎた平成 20年度の利用状況は、貸出 

冊数が 440万冊を記録しました。中央図書館開館前と比較すると、28％ 

も増えています。 

さまざまな図書館利用に障害のある方へのサービスとして、障害者・ 

高齢者サービスを行っています。また、子どもたちへのサービスにも発 

足以来、取り組んできました。この永年の子どもたちへのサービスに対 

して、平成 18年度に文部科学省から「子どもの読書活動優秀実践図書 

館」として表彰されました。また、市民とともに図書館活動をという図 

書館の方針のもとに図書館運営に多くのボランティアが参加されてい 

ます。 

今後の行事としては、11月 8日に「ひらかた暗唱大会」11月 14～15 

日にリサイクル・ブック市などを開催します。 

 

西邨議長 それでは続きまして、案件（５）の「今後の会議の進め方について」 

を議題とします。資料の「枚方公園青少年センターの事業概要と課題に 

ついて」事務局から説明をお願いします。 



＜事務局＞枚方公園青少年センターは「青少年に学習と憩いの場を与え、青少年 

の仲間作りと活動を助成し、健全な育成を図ることを目的に平成２年１ 

月に開所し、まもなく開所２０年を迎えます。 

利用は登録制で青少年の団体をはじめ、一般の団体も無料で利用でき 

ます。またロビーは毎日青少年をはじめ様々な年代の方の学習の場やい 

こいの場としてにぎわっています。 

建物の概要はお配りいたしましたパンフレットをご覧ください。青少 

年センターは京阪枚方電車公園駅から淀川河川公園側へ約１５０メー 

トルのところにございます。１階は公設市場サンパークで２階３階が 

青少年センターとなっております。利用できる会議室や備品については 

こちらに記載のとおりです。 

 次に資料に基づき、課題について説明します。 

平成１８年１０月に公民館が生涯学習市民センターとして、市長部局

に所管が移り、生涯学習の拠点施設、地域との連携や活性化に貢献する

施設へと再編されました。翌１９年１月には開館時間の拡大（朝 9時開

館や祝日の開館）、４月には施設の有料化がスタートし、約 2 年を経て

定着しています。なお、社会教育施設において再編対象とされたのは、

施設の性格に一体性が見られる「公民館６館」と「公民館的機能を有す

る２館（サンプラザ市民センター･南部市民センター）」で、枚方公園青

少年センターは対象外とされました。 

見直しすべき課題としては主に次のような点であると考えています。 

１） 生涯学習市民センターにおける受益者負担制度が浸透･ 

定着していることから、一般団体の使用において、公平性 

が確保できていない。 

２） 音楽室等の備品をはじめ、施設の老朽化に対応する経費 

が今後ますます必要となる。 

３） 青少年と一般の団体を、同列で施設の利用申込みを受付 

しており、登録団体数も一般団体が約2倍を占めているとい

う状況にある。 

４） 開館開始時間や休館日、並びに利用対象者など、生涯学

習市民センターの運営と異なる点が多い。 

     

西邨議長  諮問に対する答申の期日につきまして、事務局の考えをお聞かせく 

ださい。 

 

＜事務局＞ 会議につきましては、このあと年内に３回、年明けの３月までに２ 

回程度の開催を予定しております。答申につきましては、来年の３月 

をめどにお願いしたいと考えます。 

 

西邨議長   では社会教育委員会議といたしまして、来年 3月までに答申を行い 

たいと思います。委員の皆様には、何かとタイトな日程になりますが 



よろしくお願いいたします。では、今まで各課から多方面に渡って 

説明いただきましたが、何かご質問はございませんか。 

 

髙木委員  図書館にお伺いいたします。定年等退職する先生からよく尋ねられ 

     るんですが、不要になった図書について、図書館で引き取っていただ 

けますか。 

 

＜事務局＞ 寄贈は、お受けします。ただし、活用方法については図書館にお任 

     せいただけることをご承認いただいた上です。また、ご自身でお持ち 

込みいただくことになります。 

 

藤井委員  青少年センターの説明の中で青少年相談の説明を、もう少しお願い 

     します。 

 

＜事務局＞ 青少年センターにおいて青少年サポート事業を行っております。 

社会教育青少年課が中心となり、青少年センターと共に行っていま 

す。今、第１、第３火曜日に各区分ごとに相談時間を設け、青少年の 

引きこもりや悩みなどを聞いています。今年度から相談時間を夜間に 

移動しまして、青少年が出やすい時間に見直して実施しています。 

 

西邨議長  これは事前に予約が必要ですか、その時間に行ったら相談にのって 

もらえるのですか。 

 

＜事務局＞ はい事前に予約が必要です。時間区分がございますので、予約専用 

の電話で申し込みが必要です。 

 

植松副議長 次回の会議で示していただきたい資料があります。枚方公園青少年 

センターの資料の２番に課題がありますが、公民館から生涯学習市民 

センターに変わってからの減免の運用状況について、また、青少年 

サポート事業の相談の利用頻度について、教えてください。 

 

＜事務局＞ ご質問の資料につきましては、次回の会議までに生涯学習課とも相 

談しまして当日に資料をお示しします。 

青少年サポート事業ですが、この２年間の件数では、ひきこもりの 

相談が圧倒的に多くなっています。この事業は大阪府から補助金を受 

けて実施してきましたが、平成２０年度で補助金の打ち切りとなり、 

今年度から市の単独事業として取り組むことになり、夜間の相談時間 

にシフトし、保護者などが相談に来やすい時間帯に行っております。 

また電話相談も行っております。課題としましては、概ね２６歳まで 

の方を対象としておりますが、２６歳を超えたからといって相談を受 

け付けないということではありません。 



    

枚方市では家庭児童相談所や教育文化センターなど、年代に応じた 

相談窓口もあり、その辺りとの連携をとっていく必要があります。 

 

植松副議長 あと２つ、青少年センターの登録状況では明らかに使用する頻度 

     が青少年と一般では違っていますが、実際に利用している時間帯につ 

いてどうですか。青少年は昼間は学校があり、利用はできないと思い 

ますので、曜日と時間の特徴を教えて下さい。 

もう一つは、生涯学習市民センターでは主催事業をどの程度実施し 

ておられるのでしょうか。また市民が主催事業に参加される場合の費 

用負担は、有料か無料か教えて下さい。 

 

＜事務局＞ 青少年センターの部屋別の利用状況については、次回にお出しいた 

しますが、音楽室については、夕方から夜にかけてと土曜、日曜に青 

少年の利用が多い傾向にあります。４月から６月の昼間については、 

一般７：青少年３となっていますが、これが７月、８月の夏休みとな 

ると逆転します。また、生涯学習センターの主催事業は活動委員会が 

あり、枚方市から負担金を支出しています。主催事業についてでは、 

材料費程度の実費をいただいていますし、参加費等の徴収は、公民館 

時代から引き継がれております。このあたりも生涯学習課とも相談 

し、資料をお出ししていきたいと考えています。 

高木委員  成人教育に関することについて具体的に教えてください。 

 

＜事務局＞ 成人教育の具体的な内容につきましては、社会教育基礎講座という 

事業名をつけまして、昨年度は裁判員制度について、今年度は「よう 

こそ枚方へ」ということで、枚方市に引っ越してこられて間もない方 

への、子育て・教育、文化観光・文化財・環境などの講座を企画して 

おります。その他、社会問題なども取り入れていくべきだと考えてい 

ます。 

 

西邨議長  ではその他何かございませんか。ないようでしたら、次回の会議の 

     日程について調整したいと思います。 

 

＜日程調整＞ 

 

西邨議長  日程につきましては、10月 6日（火）午後 3時から、会場は諮問

を受けた枚方公園青少年センターで施設見学をした後、センター内で

会議を行います。    


