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平成30年度第５回定例社会教育委員会議事録（議事要旨）

１ 開催日時 平成31年２月27日（水）午後２時～午後４時30分

２ 開催場所 市役所10階 協働会議室

３ 出席者

（委 員）

藤田委員長、松木副委員長、松浦委員、田中委員、山﨑委員、茂泉

委員、藤巻委員、渕野委員、伊藤委員

（事務局）

教育長、生涯学習部長、生涯学習部次長、郷土博物館長、中央図書

館長、生涯学習課長、青少年センター所長、高洲公民館長、青少年

課長、生涯学習課主幹、市民スポーツ課長補佐、生涯学習係

（事例発表者）

こどものつくるまち@うらやす実行委員会 実行委員長 近藤祐介氏

４ 傍聴人 ０人

５ 議題

（１）報告事項

１）行事の開催報告・案内について

①平成30年度第25回浦安市民演奏会開催結果について

②平成30年度浦安市成人式開催結果について

③第28回東京ベイ浦安シティマラソンの開催結果について

２）生涯学習部各審議会の開催結果について

①平成30年度第５回公民館運営審議会会議録

３）その他報告事項について

①第２次生涯学習推進計画骨子案について

②（仮称）浦安市子ども図書館基本構想について

③浦安市郷土博物館展示リニューアル基本構想進捗状況について

（２）協議事項

１）「浦安っ子を支える地域の力」について

①「青少年を対象とした社会教育活動の実践事例の紹介」

こどものつくるまち@うらやす実行委員会 実行委員長 近藤祐介氏

②提言書作成に向けた討議
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(３)その他

１)次回の会議日程について

平成31年４月18日（木） 午後２時00分から午後４時00分

市役所４階 Ｓ３・４会議室

６ 議事概要及び会議経過

（１）報告事項

１）事業の開催報告・案内について

事業の概要について資料をもって説明とした。委員からの主な

意見・質問等は以下の通り。

①平成30年度第25回浦安市民演奏会開催結果について

（委 員）皆さんの練習の成果を十分発揮されたのではないかと

思って聴かせていただいた。

ユースオーケストラ、明海中学校管弦楽部が参加する

などの演奏があり、大変有意義な演奏会であったと思

う。

（委 員）市が共催しているこのような事業は３年に一度と聞い

ているが、他に２回どのような事業があるのかお聞き

したい。

（事務局）来年度については、「うらやす文化市場」というイベ

ント、その次は「市民ミュージカル」、そして３年後

にはまた「市民演奏会」という形で３年ローテーショ

ンで行っている。

②平成30年度浦安市成人式開催結果について

（委 員）今後いつ頃が20歳の人口のピークなのか、またＳＮＳ

などで若者たちの意識をまとめて高める方法が可能で

あったのではないかと思うが、今年度の対応がどうだ

ったのか伺いたい。

（事務局）20歳の成人式のピークとしては、平成32年度をピーク

として予測しており、33年度以降も今年度並みの人数

を予定している。ＳＮＳについては昨年、一昨年も実

行委員の中で情報を拡散していただいている。

（委 員）浦安に住んでいるとよく「成人式はディズニーランド

だね。」言われる。テレビのニュースだけを見ている
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と、市がお膳立てして、式として場所がディズニーラ

ンドでやっているだけのように見える。でも実際は実

行委員がいてその世代の若者たちが企画してやってい

ることが今一つ知られていないんじゃないかなという

のがすごくもったいない気がしている。その辺を広く

大人たちに伝われば良いなと思う。

（委 員）私も同感。来年はこのことを前面に押し出していただ

いて、浦安の子供たち立派さを広く知ってもらいたい。

（委 員）２月に反省会があったみたいだが、どんな意見が出た

のか。

（事務局）２月に反省会を行った。皆さん一様に充実感があって、

自分たちなりに素晴らしい成人式になったという意見

が多く出された。反省材料としては、彼らが企画した、

全員参加型のイベントで曲に合わせて座ったままで振

付けしようというのが、参加者が携帯電話でキャラク

ターの撮影に夢中になってしまい、誰も一緒に手の動

きができなかったというところがあったので、企画と

しては残念だったという話は聞いている。来年度に向

けての反省材料は、プログラムの作り方や恩師の言葉

が必要なのかなど実行委員の負担感があるようで、次

の実行委員が自分たちの持ち味を活かせるような企画

やプログラム作りに携われたら良いんじゃないかとい

うご意見をいただいている。

（委 員）浦安市の成人式のやり方は非常に良いと思っている。

「浦安っ子を育てる」一つの典型的な社会教育活動事

例で、なおかつ浦安独自の一つの社会教育活動である。

こういう社会教育活動を広げていけば、「浦安っ子」

は浦安に愛着を持ち、将来浦安に貢献してくれるんじ

ゃないかという、良い成功例だと思っている。

（委 員）保護者達と話をしていると、「浦安の成人式はディズ

ニーがやってくれている」と言われるが、実際に今の

話のように子どもたちが実行委員としてやっていると

いうことが広く知られていくことが大事だなと思って

いる。あと、可能であれば社会教育委員の皆さんにプ

ログラムを見る機会があると良いと感じた。
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③第28回東京ベイ浦安シティマラソンの開催結果について

（委 員）今後の課題のところで、「今後は受益者負担の原則の

もと」とあるが、参加料を上げるということか。

（事務局）今年は市内者・市外者同一の参加料で募集してきたと

ころである。市外者の方については納税者ではないの

で少し料金を上げて募集していこうかという案を事務

局から示させていただこうと思っている。

（委 員）今回はシンボルロードを走って市民とのふれあいとか

応援とかどんな様子だったのか。

（委 員）ボランティアの側として生徒を引率させていただいた。

学生ボランティアはどこがやっているかアピールさせ

ていただこうと思い、来年度は学校名の入ったビブス

を作成予定である。市民ボランティアの方も熱心にや

ってくださっていた。警察の方が要所に立っていてく

ださって「ランニングポリス」の姿が格好良くて、そ

ういうところをもっとアピールして広報に載せると更

に良いのではないかと思う。

（委 員）ハーフの出場者と完走者を見るとマイナス81名となっ

ていて81名の方が棄権しているが、その対応について。

また救急車で搬送されていた方がいたが、事故が起き

た時の対応について。あと、子どもと親のマラソンな

どの幼稚園から小学校中学年くらいまでの走る機会を

検討していただけないか。

（事務局）シンボルロードの新たなコースを追加した件について

は、実行委員会としては期待に届いていない状況で今

後の検討課題である。ゲストランナーの高橋尚子氏に

ついては最終ランナーまで陸上競技場を回りながらハ

イタッチをしていて、その後「ランネット」でも評価

をいただいていて、成功だったと感じている。81名の

棄権者については関門を通過できなかった方で、収容

車に乗った方はほとんどいなかったというのが実際で

ある。そのまま帰った方もいれば、歩道を歩いて陸上

競技場に到達して高橋氏が手をつないでゴールした様

子が見受けられた。親子マラソンについてはご意見と

して伺う。また、救急車の搬送はランナーではなく、

応援の方で持病の症状が出たようで、レースには直接
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関係なかった。

（委 員）先ほどの親子で陸上競技場でという話は、市Ｐ連が過

去にやったことがあるような記憶があるが。

（委 員）数年前にＰＴＡのスポーツ大会に合わせて、陸上競技

場がオープンした際に親子で何かできないかというこ

とで企画した。現在はＰＴＡだけではなかなか企画が

できない状況であるが、今はブリオベッカに協力をい

ただいてサッカーを通じて親子で楽しめるようなもの

をやっていただいている。市でも可能であれば、検討

いただきたい。

２）生涯学習部各審議会の開催結果について

①平成30年度第５回公民館運営審議会会議録

（委 員）公民館職員の資質向上とあるが、どのように公民館職

員の研修を進めているのか。公民館と障がいを持った

方の対応・配慮をどのようにしているのか。また手話

通訳、文字通訳を置くイベントの基準があるのか。

（事務局）公民館職員の研修については、県の公民館連絡協議会、

葛南地区の公民館連絡協議会の研修（主事部会や館長

部会）に職員を参加させている。手話通訳については、

日の出公民館での人権講座で手話通訳をつけている。

基準は特段設けてはいないが、可能な限り障がいを持

った方の対応については、手話通訳や要約筆記などで

対応していきたい。

３）その他報告事項について

担当課より概要の説明をした。委員からの主な意見・質問等は

以下の通り。

①第２次生涯学習推進計画及びスポーツ推進計画骨子案について

（委 員）生涯学習推進計画の３番目の柱、学習成果を地域づく

りにどう生かすかという、そこの部分をしっかり議論

してまとめていただきたい。個人が生涯学習で賢くな

るのは良いが、それをまちづくりにどう生かすか、人

づくりがまちづくりに繋がる施策を重視してほしい。
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②（仮称）浦安市子ども図書館基本構想について

（委 員）インターネットでの読書はどのようにしていくのか。

本を読むだけではなく、図書館の中で、読書の形態を

もう少し変えられないのか。

（事務局）グループ学習のスペースを設けて、インターネットの

利用環境についてどの程度のものを置くかということ

を今後検討することとなっている。

インターネットは子ども図書館に来なくてもできると

いう意見もあり、図書館でなければできないような紙

の本を読んで子どもたちに活字に触れてほしいという

意見も根強くあり、インターネットに関してはこれか

ら検討することとしている。

（委 員）運用の部分で是非考えていただきたいのは、子どもが

集まる場所には危機管理をしっかりしていただきたい。

子どもの居場所としてというフレーズが出た時は必ず

子どもの裏側の親も支えるという視点が必要であろう

かと思う。関係機関との連携や児童サービスの拠点と

いう文言が出てくるが、シルバー人材の活用、民生委

員、保健師のアドバイスが受けられるようなブースが

あるとか、そういった方たちに見ていただいて、子ど

もが産みたいなという視点が持てる場所であると良い

と思っている。

（委 員）中途半端なものを作ってしまうと、今ある図書館とイ

ンターネット・スマホとの間にあってどっちつかずで

あまり利用されないその危険性が多分にあるんじゃな

いかと思う。よほど知恵を出さないと子どもの居場所

にならなくなってしまう。今スマホは個人にとっては

図書館である。スマホ・インターネットにどう対抗し

ていくのか、同じことをやったって意味がない。私は

個人的には紙の本を読んでほしいし、読ませるべきだ

と思う。考える力には本を読むことが大事である。ま

た今の大学生は漢字が書けない、それは本を読んでい

ないからである。本を読むというのは書く力、考える

力につながっているという視点を大事にしていただい

て失敗しないように。

（事務局）電子資料やデジタルコンテンツの取り組みについては、
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現在図書館では行っていないので、子ども図書館の問

題というよりも図書館全体の問題であるので、議論が

必要と考えている。また、スマホと読書の関係につい

ては、中高生にアンケートを行った結果によると、ス

マホ・インターネットの利用時間の長短に関わらず、

どの子どもも本を読んでいない結果となっている。部

活や受験が忙しく本を読んでいないというのが実態で

ある。スマホ・インターネットにどう対抗していくの

かというのも視点としてあるが、生活が変化している

ので読書をどう継続していくのかという視点で考えて

いく必要がある。

（事務局）デジタル資料の件で中央図書館では、３段階での導入

を考えていて、第１段階としては「震災アーカイブ」

を構築し、震災関係の情報をデジタル化してホームペ

ージで見られるようになっている。第２段階では、浦

安市の地域行政関係の資料をデジタル化していく。第

３段階では「一般」でインターネットなどで見られる

ような電子書籍と呼ばれるものを考えている。

（委 員）居場所という観点でいうと各学校でいろいろあるが、

子どもや親をどこかで支えるのであれば、情報として

横の連携をしていただきたい。どういう場所でどんな

子どもが行ったとしても、どこかで見守っているよう

な形になれば良い。セーフティーネットみたいなもの

がつくられるのかなと思っている。また、先ほど書く

能力について発言があったが、言葉で表現したりコミ

ュニケーションをとる能力が必要だと思っている。見

るという意味では映像などは文章より情報量が多いが、

逆に「考える」だとか「想像する」だとか「言葉」と

いうものは読み込まないと育たないと思うので大事に

してもらいたい。

（委 員）私のところでは中学校１年生からｉｐａｄを全員に持

たせている。ｉｐａｄは普通でそこから情報を取る時

代となっている。その反面、学校図書館がかなり閑散

としている。ｉｐａｄをしっかりと身に付けながら情

報収集する能力をつけるため、紙ベースの情報からは

遠ざかっている。情報媒体と施設（紙ベース）のもの
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と距離感を縮めていかないと学校図書館と同じように

買った本がほこりをかぶっていくというようなことは

避けていく。同じことを繰り返さない工夫が必要。

また、一つの特色として各児童・幼児・生徒のニーズ

に耐えうる本を用意することを段階的にやっていった

方が良い。あとルールをどうするか。学校のルールと

この施設のルールが違ったら戸惑う部分もある。各学

校のルールとこの図書館を利用するときのルールが違

っているとまたトラブルになっていく可能性がある。

読むというニーズと自主勉強するニーズが重なってト

ラブルになっていく可能性もある。

学校のニーズとこの施設のニーズ、学校が違うことに

よる共通のニーズここを利用するときのニーズ、ルー

ルというのをしっかりイメージし、意識して周知して

いくのもありかなと思う。

（事務局）２点ほど説明させていただく。拠点とは、子どもの読

書活動の拠点であるので、基本的に図書館そのもので

ある。いるのは司書たちで、子育てなど幅広くやれる

施設ではない。中高生の自習については、単なる自習

スペースの提供だけでなく、調べ学習や大学入試など

の対応を含めてどのようなお手伝いができるのか、こ

れから考えていく。

（委 員）日の出公民館の隣に作る構想であると聞いたが、今の

現状として公民館を使って平日の放課後、子どもたち

が自習をしていたり、テスト前に勉強していたりする

姿を良く見かける。市内９中学校区を考えると、公民

館がない地区があり、ない地区に住んでいる子どもた

ちは、自分の住んでいる地区にない公民館に平日行く

かというとなかなかそこまで足が向かないかなと思う。

平日に小中学生が日の出のこの施設まで他学区の子ど

もたちが行けるかというとまず難しいと思う。そうな

ると土曜日や日曜日や休みの日に行くことになるのか

なと思う。もう少し、市内の子どもたちが平均的に活

動できる形になるといいのではないかと思う。

（委 員）この基本構想は市ホームページに出ている。今日の意

見は検討する余地があるのか。



9

（事務局）現在ホームページに載せているのは素案である。段階

的に素案、原案となっていく。今日ご意見をいただい

ているので参考とさせていただく。

（委 員）大人の来る子ども図書館にして欲しい。童話は子ども

だけのものではなく大人のものでもある。大人の来れ

る子ども図書館が永続性があるのではないかと思う。

子どもに限定してしまうといづれ先細りしてしまうの

ではないかと思う。童話と言ったら、「ディズニー」、

「ディズニー図書館」でもいいのではないか。日本中

から来てどんどん活発になってまちのシンボルとして

の子ども図書館になったら良い。

（事務局）配架・閲覧スペースで保護者や子どもの読書に携わる

大人の利用を想定し大人の本も置く予定である。今日

様々な意見いただいたが、基本的にはこの構想の中で

受けられる筈だと思っている。ディズニーの構想につ

いてはご意見として承っておく。

（委 員）小学校も外国語の活動が始まって授業でも行ってきて

いる。英語教育に関するディズニーものの本がある。

③浦安市郷土博物館展示リニューアル基本構想進捗状況につい

て

（委 員）先日、市Ｐ連の懇親会の前にミニ講演会として、郷土

博物館の学芸員さんに来ていただいた。郷土博物館は

子どもたちには大変人気で、我々大人世代は意外に浦

安の歴史に関して触れることがないので、大人の学び

の一つとして企画した。好評であったのでリニューア

ルの中で大人へのアプローチができるものになれば良

いと思う。

（委 員）浦安公園ができて、芝生広場を使っていろいろなイベ

ントがあるようだが、郷土博物館に行ったことのない

大人の市民がリニューアルしてぜひ行って欲しい。イ

ベントの際に、ついででもいいので何かうまい方法を

考えて博物館の中を見てもらったら良い。イベントは

博物館へアクセスする絶好のチャンスであるので、逃

さないでＰＲ、広報、インセンティブなど考えたら、

入館者が増えるのではないか。
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（委 員）浦安は外国の方が多いので、外国の方が展示内容が読

めるように解説などあれば良い。

（事務局）ちょうど今日新聞にも出たが、外国人を案内する人用

の英語の語例集を博物館で作り発売する。学校などに

は活用していただくよう配付している。博物館に来館

する外国人の方も増えているので、対応するため作成

している。

（委 員）常設展と臨時展の入れ替わる率がどの程度なのか、頻

度についてお聞きしたい。展示の仕方で変わったとこ

ろがはっきり分かるようにしていくといいのかなと思

う。

（事務局）２階の展示室は企画ものの展示になり。毎年時期的に

同じものの展示を行うものもあるし、その年度によっ

て学芸員が調査・研究したものの企画の展示を行って

いる。１階の展示室に関しては開館以来同じであった

ので、今回のリニューアルで固定式ではなくフレキシ

ブルに変えられるようなしつらえにできればと考えて

いる。

（２）協議事項

１）「浦安っ子を支える地域の力」について

①「青少年を対象とした社会教育活動の実践事例の紹介」

こどものつくるまち＠うらやす実行委員会

事例発表終了後の各委員の質問は次の通り。

（委 員）ベースとなる場所は。

（発表者）主に中央公民館

（委 員）子どもたちの参加費は。使い道は。

（発表者）当日の参加費は800円

会場の設営費や子どもたちが販売するための材料費、

事前打合せの会議室の費用となる。

（委 員）税金を納める、年金だとか子どもたちは理解していた

のか。

（発表者）税務署で税金の流れを説明いただいた。

（委 員）市Ｐ連が後援に入っているので見に行ったら、「子ど

もしか入れません」と断られ、すき間から見させてい

ただいた。今日話を聞けて協賛する意義があるなと感

じた。
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（発表者）親御さんが見えるようにしないと、不安になってしま

うというところがあったので、今年度は試みとして透

明な囲いに変えて中には入れないが、外から見ること

ができるように変更した。

（委 員）非常に良い事例だが、心配なのは参加者数（１日当た

りの）が年々減っているが、子どもの数が減っている

のか、または参加者数そのものが減っているのか。

（発表者）一昨年の時は天候が原因である。10月開催（元々２日

間）の翌日が台風で途中から雨が降ってきて入りが悪

くなった。今年度が若干減ったのは、推測だが参加費

を500円から800円に上げたことが要因かなと思う。

（委 員）子どもたちだけのエリアの中で売り買いするというこ

とだが、参加費800円を払って、売る側と買う側とい

うのは参加した子どもたちだけでやることになるのか。

（発表者）当日参加費を払うとまちの中で使える通貨がもらえる

が、まず各お店で働いて収入を得てから、その収入で

ものを買うことになる。全員が売る側・買う側になっ

てしまうと、店ごとのキーマンがいなくなってしまう

ので、７月に店長を募集して、その店長が売るものと

値段を考えながら、当日参加者を雇って店を運営して

いく。

（委 員）このようなイベントの企画、維持していく上でどのよ

うなご苦労があるのか、また一番援助して欲しいこと

はあるか。

（発表者）援助していただきたいのは、来年度は５月からやろう

としているが、会議場所の確保である。当日売る物を

事前に置く場所の確保である。

（委 員）学校教育とか家庭教育を補完する、素晴らしい教育だ

なと思っている。反省会で実際に子どもたちと話をし

たが、普通の子で話し出すと経験しているからか結構

良いことを言っていた。

（委 員）浦安の子どもの良さ、これが意外だなと思うことは。

（発表者）他のまちの子どもたちを見ていないので、特にという

のはわからないが、参加してくれた子どもたちの良さ

っていうのはしっかり考えてくれているなと思うとこ

ろはある。記者会見でこの「こどものつくるまち」で
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どういうことを学んだのかという質問に対し、しっか

り自分の考えを答えられていたし、何のためにやって

いるのか目的をしっかり言えていたことが良かったの

かなという思いでいる。大人だけが考えるのではなく、

子どもたち自身も実際体験した中で、私に提案してく

れる。そういう子どもたちがいるっていうことが素晴

らしいことかなと思っている。

②提言書作成に向けた討議

提言書（案）の構成について、「Ⅳ.まとめ」のところで各委員

の意見・感想を３月中旬までに事務局で取りまとめて、委員長と

事務局で調整して「Ⅳ.まとめ」を作成することとなった。

（２）その他

１）次回の会議日程について事務局より説明。

第１回定例社会教育委員会議

平成31年４月18日（木）午後２時00分から

市役所４階 Ｓ３・４会議室

以上で会議は終了した。


