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平成31年度第１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４月18日（木）午後２時～午後４時

２ 開催場所 市役所４階 Ｓ３・４会議室

３ 出 席 者

（委 員）

藤田委員長、松木副委員長、大塚委員、松浦委員、藤巻委員、渕野委員、

田中委員、山﨑委員、茂泉委員、伊藤委員

（事務局）

生涯学習部長、生涯学習部次長、生涯学習課長、堀江公民館長、郷土博

物館長、中央図書館長、市民スポーツ課長、青少年センター所長、青少

年課長、生涯学習課主幹、生涯学習係

４ 傍 聴 人 ０人

５ 議 事

（１）報告事項

１）平成31年度事業計画について

２）事業の開催報告について

①平成30年度浦安市青少年自立支援未来塾

３）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６回公民館運営審議会

②平成30年度第４回図書館協議会

③平成30年度第３回文化財審議会

（１）協議事項

１）平成31年度社会教育関係団体活動補助金の交付予定について

（３）研究協議

１）提言「浦安っ子を支える地域の力」について

（４）その他

１）次回の会議日程について

６ 議事概要及び会議経過

（１）報告事項

１）平成31年度事業計画について

生涯学習課長から郷土博物館長、青少年センター長、市民スポーツ

課長、堀江公民館長、中央図書館長、青少年課長の順に、主な事業

の内容等について説明した。

委員からの主な意見・質問等は、以下の通り。

（委 員） 継続とは今までとどう変わっていく計画なのか、前年度

と今年度と一緒では困る。環境も変わってきているのでマ

ンネリにやっていくのでは困る。
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もうひとつは、来年のオリンピックの機運向上のために

外国人に対する浦安市のあり方や国内外の文化について、

浦安市がどう取り組んでいくのか事業計画に入れていただ

きたい。

（事務局） 「新規事業」については今年度初めて行う事業で、「継

続」については、委員ご指摘のとおり事業名は昨年度と同

様で開催時期もおおよそ問題なければ同時期に開催すると

いう意味では継続である。事業の企画にあたっては、前年

度の反省を含めて十分検討した上で実施していくものであ

る。

（委 員） 市長部局でオリパラに関する事業はあるのか。市民スポ

ーツ課の事業に反映されていない。

（事務局） 市民スポーツ課の施設の中の「サイン」表示や市民スポ

ーツ課以外では市内３駅に「デジタルサイネージ」で外国

語表示をしている。オリンピック・パラリンピック推進課

においても、ラグビーワールドカップの南アフリカチーム

が来日する際にはパーティーの開催や国歌を覚えるなどの

様々な企画を考えていると聞いている。

（委 員） 生涯学習情報システム運営事業について、まなびねっと

の活用の状況や効果、運用上の問題点について教えていた

だきたい。

（事務局） まなびねっとは、社会教育施設である、公民館・博物

館・図書館などでの、市の生涯学習に関わる主催事業や公

民館などに登録している団体の活動等を紹介しているサイ

トである。また、「e-人材」では100人を超える人材の登録

をしていただいている。現状で登録は540団体、人材は108

名である。

この事業の評価はサイトのアクセス数がどれくらいかで

評価される部分があるが、年々減少傾向にあるのは否めな

いので、多くの方に見ていただけるような工夫を検討して

いる。具体的な対応策としては、携帯サイトの対応や公民

館のホームページとしての活用と、講座の申し込みができ

るようなシステムにするなど、現在見直しを図っている。

（委 員） 郷土博物館の業務である、過去の資料の収集等の状況に

についてどうなのか。

（事務局） 郷土資料は、広く資料の収集に努めている。いまだに埋

もれている資料等もあるので、引き続きリニューアルに向

け、郷土資料を整理しながら、企画展等を開催していきた

いと考えている。

（委 員） 市民のみなさんで古文書等に関心のある方が多いので、

市民の力を集めて組織化して動いていただくと市民の力も

高まると思うので、ぜひ進めてもらいたい。

（委 員） 市Ｐ連の懇親会の時にミニ講演会をしてもらい、古い浦

安の資料は意外にも市内に無いと聞いた。事業の中で資料

収集を行っていることを少し触れていただくと、広く知ら

れるようになると思う。
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（事務局） 収蔵品についてはデータベースがあり、市ホームページ

から見られるようになっている。

（委 員） 公民館の「コミュニティカレッジうらやす」について実

施状況、応募状況について。

（事務局） 現在募集期間中であり、締め切りに至っていないが、

人数が多い場合は抽選となる。毎年好評をいただいてい

るので、引き続き実施していく。

（委 員） 小学校での読み聞かせは中央図書館の事業として行って

いるのであれば、事業計画に載せた方が良いのではないか。

（事務局） 小中学校で行っている読み聞かせの事業については、昨

年の実績は760回で17,000人ほどの参加者であった。

（委 員） どのような内容なのか。

（事務局） 学校に出向いて本の読み聞かせや紹介などをしている。

（委 員） 今回の提言の中に、こういった事業を活用しましょうと

入れていきたい。

（委 員） 14ページのソーラーパワー教室とは何か。

（事務局） 企業の社会貢献事業の一環であるが、ペットボトルで風

力発電などを行うものである。

（委 員） 現在、ソーラー発電は飽和状態であり、企業を使うなら、

地熱・風力・バイオマス発電等々、次世代のエネルギーを

活用した講義としてほしい。

（委 員） 「楽しい貿易ゼミナール」について、小学生対象だが、

グローバルな人間を育てるのに良い企画である。中学生も

対象に加えられないか。

（事務局） 中学生対象の企画として、事業内容の変更等をできるか

は、指定管理者と確認する。

（委 員） 東野と高洲に児童センターがあるが、青少年館「うらら

めーる」との役割の違いは何か。

（事務局） 児童センターの対象は主に、乳幼児から（高校生まで）

であり、青少年館は、小学生から23歳未満をまでを対象と

して、自主的な学習等を通じて仲間づくりや健全育成を図

っているものである。

（委 員） 青少年交流活動センターと青少年館の両施設では、いく

つもの青少年事業を実施しているが、双方で事業調整をし

ながら実施しているのか。

（事務局） 指定管理者が違うので、事業調整を行うなど、すぐに実

施できないが、双方の事業者と相談をする。

（委 員） 指定管理者の事業を載せているならば、文化会館や音楽

ホールの事業についても載せていただけるとありがたい。

２）事業の開催報告について

平成30年度浦安市青少年自立支援未来塾開催報告については、資料

をもって説明とした。

意見、質問なし。
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３）生涯学習部各審議会の開催報告

平成30年度第６回公民館運営審議会議事録及び第４回図書館審議会

議事録、第３回文化財審議会議事録については、資料をもって説明

とした。

意見、質問なし。

（２）協議事項

１）平成31年度社会教育関係団体活動補助金の交付予定について

生涯学習課長から郷土博物館長、青少年センター長、市民スポーツ

課長、堀江公民館長、中央図書館長、青少年課長の順に、団体の事

業計画や活動内容等について説明した。

委員からの主な意見・質問等は、以下の通り。

（委 員） 幼Ｐ連の補助金について、私立の幼稚園への補助はある

のか、また浦安シティーオーケストラの補助金265万円の

うち、ユースオーケストラ200万円、オーケストラが65万

円であるが、状況を教えていただきたい。

（事務局） 幼Ｐ連への補助金については、加盟している公立幼稚

園・子ども園の協議会に交付している。浦安シティーオー

ケストラへの補助金については、昨年度からユースオーケ

ストラ分として200万円増額となっている。ユースオーケ

ストラは３年前までは市民協働提案事業として、シティー

オーケストラが楽器に触れる機会が少ない子どもたちのた

めにオーケストラを作り補助金を交付していた。３年目で

補助期間が終わり、その後の活動を支援していくために、

浦安シティーオーケストラに対し引き続き協力していただ

くために補助金を交付している。

（委 員） 14ページの補助金が30万円で、歳出の補助対象経費が32

万5000円となっているが、どういうことか。

（事務局） 各団体で補助対象となる経費とならない経費が分けて書

かれており、32万5000円は対象となる経費として支出し、

そのうち30万円が補助金として使われており、2万5000円

は、自主財源をあてているということである。

（事務局） 事業総額に対しての補助金ではなく、事業総額のうち補

助対象に関わる費目がある。定額補助金であるので、事業

総額が多くても、それ以上交付することはない。歳出の32

万5000円に対して、補助金が30万円であるが、歳出の補助

対象経費が補助額を超えていなければ、返還していただく

ことになる。

（委 員） 18ページの青少年補導員連絡協議会の会費2000円は団

体が負担するのか、補導員個人が負担するのか。

（事務局） 全て調査しているわけではないが、学校によっては学

校経費や校長先生であったり、自治会は自治会の経費で

あったり、個人で負担している方もおり、団体によって

違う。
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（委 員） 36ページの子ども会育成連絡協議会の分担金１万1000円

の内訳について伺いたい。37ページの団体予算額について

団体によって差異があるが内容を伺いたい。

（事務局） 分担金については手元に資料がないため、確認させてい

ただきたい。団体予算額については会費等を各団体で決め

ており差異がでるが、詳細についてはこちらについても手

元に資料がないので、確認させていただきたい。

この質問については、次回会議にて回答することになった。

（３）協議事項

１）提言「浦安っ子を支える地域の力」について

藤田委員長より提言のまとめについて説明した。

各委員から事前に出された意見について補足説明を行った。

委員からの主な意見等は以下の通り。

（委 員） 子どもたちがどういう風に役割を果たしていくのかとい

うことだが、最終的には親が子どもをしつけていくのかと

いうところに行き着く。

（委 員） 現状と将来に向けて、いろんな課題をどう解決していく

のか、10年後の浦安の状況に視野をあてながら、今できる

ことをしなければならない。

（委 員） ホームページやＳＮＳなどを通じた団体事例の紹介、年

１回の地域の力フォーラムの開催、「ルネサンス」などの

広報紙への連載、学校単位の学校応援団を創設し、大学・

公民館などとの連携を強化するなどの方策を提案した。

（委 員） 会議を重ねてきた中で課題が見えてきた。2023年の浦安

市の高齢化率17.5％と予測されている。高齢者を子どもに

とってプラスとして考えたならどうだろうかと考えた。Ｐ

ＴＡのＯＢや社会福祉協議会の方々などと連携をとって促

進したら、地域が活性化するのではないかと思った。

（委 員） 公民館で親子のサークル活動をしてきて32年くらいにな

る。「行政の取り組みの充実」、「市民が担ってきた地域の

教育力の維持」が欠かせない。あきらめないでほしいと思

う。

（委 員） 親世代が学んで意識を変えていくか。その辺がキーワー

ドではないか。シルバー世代の方の協力など、周りがどう

サポートしていけるか提言につなげていければ良い。

（委 員） 学校現場からの話になるが、小学校ではいろいろ部分で

地域からの力をいただいている。それは子どもたちに与え

ているものである。中学校では小学校ほど地域の力の活用

しきれていないと感じている。
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（委 員） 子どもの頃東京オリンピックを見て、今の子どもたちに

「良いプレー」を見せてあげたいと思った。昨年婦人の会

は若いお母さんたちを対象に「食品表示セミナー」を開催

した。お母さんたちに寄り添う団体でありたい。

（委 員） ４月から、新１年生を受け持っている。今の子どもたち

は自分で人生を切り開くという時間を与えられていない。

自分で時間を費やすことができない。そういう時にシルバ

ーさんが「子どもが自分で切り開く過程を見守ること」は

十分できると思う。また、外国人への支援がつながりだけ

ではなく、一緒に日本で暮らす人たちとして考えてどうや

って一緒に生きていくか考えていく必要がある。

各委員の意見を追加して、委員長がまとめたものを各委員に郵送し、

次回会議前まで事務局に報告することにした。

（４）その他

１）次回の会議日程について事務局より説明。

令和元年６月20日（木）午後２時よりＳ３・４会議室。

以上


