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令和元年度第２回臨時社会教育委員会議事録（議事要旨）

１ 開催日時 令和２年１月15日（水）午後２時～午後４時

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、大塚委員、室井委員、田中委員、山﨑

委員、工藤委員、木内委員、渕野委員、髙橋委員

（事務局）

生涯学習部長、生涯学習部次長、生涯学習課長、郷土博物館長、中

央図書館長、青少年センター長、市民スポーツ課長、青少年課長、

教育政策課長、生涯学習課主幹、生涯学習課課長補佐、生涯学習係、

青少年課児童育成係、教育政策課教育政策係

４ 傍聴人 ０人

５ 議題

（１）協議事項

１）社会教育委員の提言について

(２)その他

１)次回の会議日程について

令和２年２月20日（木） 午後２時00分から午後４時00分

市役所10階 協働会議室

６ 議事概要及び会議経過

（１）協議事項

１）社会教育委員の提言について

前回の会議後、社会教育委員の提言テーマについての提案書を各

委員に依頼した結果、「学校と地域の連携について現状が知りた

い。」との要望があり、庁内関係課による説明を行った。

説明を受けての委員の意見と事務局（各担当課）からの回答は

以下のとおり。
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①教育政策課：地域学校協働活動について

（委 員）コミュニティスクール検討委員会はどういったことを

検討するのか。

（事務局）学校と地域の目的を共有するための組織として、国で

は「学校運営協議会」（コミュニティスクール）の設

置を求めている。浦安市には現在、浦安高校にあるが、

市内の小中学校では取り入れていない。一方で浦安市

では学校支援地域本部というものがあり、それを活か

して浦安市でコミュニティスクールを取り入れていく

べきかどうかなど、浦安市における地域・家庭・学校

の連携のあり方について来年度から検討する。

（委員長）人材確保の窓口が欲しいとのことであったが、我々と

しても市内のキャリアを持った人材が活躍できる場所

とつなげられるようなシステムができたら良いと思っ

ている。どのような人材が足りないかなどの要望があ

るのか。

（事務局）具体的な面では把握していないが、こういった人材が

というよりも、学校支援コーディネーター研修会に公

民館の方に参加していただいて、ネットワークづくり

をしている。学校のニーズに合わせた人材を探すため

の手段を確立していく必要がある。

（委 員）東京都教育委員会が設立した「東京学校支援機構」が

学校の教員をサポートする人材を集めるとニュースで

流れていた。浦安市では、子どものニーズへの学校教

育支援はいただいているが、教員への支援として何か

あると学校としてはありがたいので、検討していただ

きたい。

②青少年課：放課後うらっこクラブの取り組みについて

（委 員）「うらっこ」という言葉はいつから使われているのか。

また、似たような事業を統合していってどのようなメ

リットや効果があったのか。

（事務局）以前は「児童育成クラブ」ではその中のお子さんとで

しか遊べなく、「放課後子ども教室」は教室のお子さ

んとでしか遊べなかった。一体的な運営で交流するこ

とで、子どもたちが遊びたい子と遊べるような環境づ
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くりができた。

「うらっこ」は課内で検討し、浦安にかかるものが良

いということで、浦安のうらを取って「うらっこ」と

した。

（委 員）「児童育成クラブ」は入会要件に保護者のコスト的負

担があるが、「放課後子ども教室」は負担がない。一

体的にした時に、保護者からすると同じようなことを

しているのに、差があるのはなぜか。

（事務局）うらっこクラブとして運営している工作教室や遠足な

どの費用は、「児童育成クラブ」入会者の場合、月額

5,000円を払っていただいているので、その中から充

てている。「放課後子ども教室」登録者の場合は、そ

の時に費用を払っていただいている。また「児童育成

クラブ」では、おやつを出している。

（事務局）補足説明をさせていただくと、「児童育成クラブ」は

親御さんが働いているので生活の場としている。他の

子が入ってくることは良くないということで支援員を

配置して見守っており、電気代やおやつ代など保護者

から受益者負担をいただいている。それに対し「放課

後子ども教室」は放課後の安全な子どもの居場所とし

て、体育館を解放したり、余裕教室を利用して平成29

年度から全校で実施している。自由な遊び場なので、

登録すればいつでも誰でも来られるよう、負担金はか

からない。月に２回または３回、「放課後子ども教

室」に「児童育成クラブ」の子どもたちを支援員が遊

びに連れて行き、一体的に活動しているというものが

「放課後うらっこクラブ」の内容になる。

（委 員）一部の事業に関しては交流しているが、基本的に別の

組織ということか。

（事務局）２つの事業を連携して実施し、総称として「放課後う

らっこクラブ」と呼んでいる。

（委 員）終了時間、何時まで預けられるのか。宿題はできるの

か。

（事務局）「児童育成クラブ」は19時30分まで。学校がある放課

後も長期休業中も夏休みも土曜日も同様。「放課後子

ども教室」は放課後から17時まで。学校休業日、長期
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休業中と土曜日については９時から17時までとなって

いる。宿題については、「児童育成クラブ」おやつの

時間、自習する時間は設けている。「放課後子ども教

室」は遊び場の提供になるので、遊ぶことがメインに

なり、勉強時間は設けていない。中には勉強する子も

いる。

（委員長）希望状況について

（事務局）12月１日から25日まで「児童育成クラブ」の来年度の

申込みを行っていたところで、確定ではないが昨年度

よりも約100名くらい増えている。「放課後子ども教

室」は登録制ではあるが、来年度の状況は把握はでき

ていない。

（委 員）「児童育成クラブ」は児童数が増えてきているが、そ

れに対応する支援員の人数は適正に配置できているの

か。

（事務局）国の法律で児童室１室あたり支援員は２名以上と定め

られており、現状、市の要綱で30名以上は３名として

いる。障がいを抱えている子どもについては「加配」

といって専用に支援員をつけている。

（委 員）運営スタッフの謝金についてはどうなっているのか。

（事務局）運営を委託しているＮＰＯ法人や民間業者が支払って

いる。

③生涯学習課：青少年自立支援未来塾について

（委 員）今年度から数学に加えて英語が始まったが、今後拡大

する予定があるのかないのか。また英語に参加した生

徒の感想について聞きたい。

（事務局）拡大については、夏季休業中の回数を４回から５回に

増やす予定である。満足度を聞いたアンケートで、

「満足した」、「まあまあ満足した」が94パーセント、

「あまり満足できなかった」が６パーセント、「満足

できなかった」が０パーセントという結果であった。

子どもたちの感想として最も多かったのは「自分が疑

問に思っていること、わからないことがすぐ聞け

る。」など学校ではできない状況を未来塾では与えら

れているので、そこがとても良かったという感想を持
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っている子どもたちが多かった。

（委 員）２月11日に明海大学で地域との連携をテーマとしたシ

ンポジウムを開催する。その中で浦安市との連携事業

で初めて「青少年自立支援未来塾」にスポットをあて

て報告とシンポジウムで紹介していく。お時間あれば

見にきていただきたい。

④公民館：学校との連携事業について

（委 員）明海小学校区、見明川中学校区ともに公民館がない。

どちらかというと明海地区の方が公民館とのつながり

が強いが、見明川地区はつながりが希薄になっている。

何かうまくつながれることができればいいと思ってい

る。また、見明川地区は自治会まつりなどに学校の吹

奏楽部が演奏に行くなど地域とのつながりが強い。

（委 員）見明川地区は社会福祉協議会とのつながりも強い。

（委 員）事業の事例をみて感動しているが、公民館事業が生徒

の中に入ってくるということは、親御さんも自然に協

働の意識を持つ機会であり、立体的な企画を考えてい

て素晴らしいと思った。

（委 員）行政の横の連携もあるが、実際の現場における横の連

携はあるのか。

（事務局）未来塾のスタッフと学校支援コーディネーターの交流

などはそれほどでもないが、同じ社会教育機関どうし

の連携というのは、公民館と博物館、公民館と男女共

同参画、環境など、それぞれの学習テーマにあわせた

連携はある。

（委 員）どうしても縦割りになってしまうと、同じ目的や思い

を持っているけれども別のことやっているようなこと

になってしまうので、今後検討していただければ良い

と思う。

引き続き、協議に入った。事前に事務局より仮テーマ「市民の学

びの力でまちづくり」～人づくり・つながりづくり・まちづくり

～」に関する提案書を送付し、各委員にご意見等をいただいた。

委員の意見は以下のとおり。
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（委 員）テーマについては、前回の皆さんの意見が反映された

良いテーマだと思う。サブテーマの「人づくり・つな

がりづくり」というのが、先般の千葉県の社会教育振

興大会のテーマとほぼ同じになっていたので、踏襲さ

れたのかと思った。知りたい事例については、市民大

学についてホームページを見たがよくわからなかった

ので、どのくらいの皆さんが応募されて、どれくらい

の予定で公開講義があるのかなど教えていただければ

良いと思った。

（委 員）テーマはこのままで良いと思う。提案内容については、

「輝きあるまちづくり」というものが数年来浦安市の

取り組みであり、市民と浦安市がともに輝くまちづく

りを目指すためにも、この提案内容で良いと思う。ま

た市民大学について知らないことがたくさんあったの

で、ホームページで調べてみた。講義を聞いてみたい

と思い、私も落ち着いたら、市民大学に入学したいと

思う。

（委 員）生涯学習社会と言われて久しいが、個人の発想を強調

する部分が、優先的になり過ぎている部分があるよう

だ。自分の知識の豊富さがうまく循環していかないと、

個人の利益が優先されるような感じがする。それを還

元していくためにお互い学び合って、つながりを持つ

ことが、まちづくりにつながっていくと思うので、こ

のテーマで良いと思った。提案内容については、学習

する人たちが力を引き出すきっかけとなりうる対話が

できるような内容の事業などがあれば良いと思う。集

う住民はもう一歩のおせっかいでつながりができる可

能性が見えてくる。

（委 員）今日話を聞いて、浦安市の社会教育関連の全体像が初

めて見えてきたように感じた。これをゼロからやるの

ではなく、もう少し連携・協働・つながりを強めるこ

とにより、浦安市の教育の力が上がっていく。その結

果、子どもたちが成長していく。人材の活用について、

勉強してきた方がたくさんいるし、その方の活躍の場

はあるのでそれを結びつけていけば、もっとすごいこ

とができるのではないか。今日の４つの事業をマップ
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的なものできないかと思った。大きいテーマはこれで

良いと思うが、どのように絞っていくのか、仕組みと

か方向付けをしないと、あまりにも漠然としてしまう。

（委 員）社会福祉協議会の活動をみた。学校支援コーディネー

ターを助けるためにも、社会福祉協議会の方々の情報

を活かすと、学校にも行けるし、地域に埋もれている

人材のことも聞き出せると思う。

（委員長）12月の市議会で可決された総合計画によると、現在浦

安市の人口は17万人で、2034年には17万9,000人にな

りピークを迎える。我々としては、提言が総合計画と

外れてはいけないので、総合計画と生涯学習推進計画

との整合性を図っていかなければいけないと思ってい

る。このことを考慮した上で進めていかなければいけ

ないと思った。

（委 員）テーマは根本的には、良いと思っている。より明確な

柱を作っていかないと提言に結びついていかない。内

容に対する意見、働き方改革で部活動も文科省からガ

イドラインが出されている。それを受け県・市と取り

組んでいる。部活動をもっとやりたいという子どもは

いないのだろうか、地域で受け皿がないだろうか、と

いうところを提言に盛り込めたら良い。知りたい事例

については、市民のニーズや意識調査など行ったらど

うか。

（委 員）テーマに「学びの力」が入っていて良い。「つながり

づくり」にもう一工夫あれば良いと思う。地元の大学

がハード面・ソフト面等でいかに有効活用していただ

けるか盛り込んでいただけたら良いと思う。

（委 員）先ほど横の連携、学校教育が連携のキーになるのでは

ないかと思うので、私が顧問をしている「ボランティ

ア部」の活動について１月11日に高校生の活動発表会

で発表した内容について話をさせていただく。

（中略）

地域の方たちに育ててもらって、地域の方たちをつな

げることにより、何となくちょっとずつ実践に結びつ

いてくるのでアイディアの一つとしてお話させていた

だいた。
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（委 員）テーマに関しては、「つながりづくり」が、しっくり

こないが良いと思う。提案内容は良いが、「子どもを

とりまく環境づくり」、どういった環境を作りたいの

か見えづらい。例えば「健やかな成長を見守る地域で

の環境づくり」など具体的な言葉を入れると良いと思

った。提案内容については、「地域人材の活用」のと

ころで、各世代、特に現役世代のまちづくりへの参加

を促したい思いもあって、言葉を変えてみても良いか

と思う。

（委員長）仮テーマについていくつか意見が出た。方向によって

は若干変えていかなければいけないと思う。副題につ

いてももう少し吟味していかなければいけない。研究

の内容としては、本日の４つの部門からの話から、

「地域学校協働活動支援への方策」という形になるか

と思う。今日の段階では、「地域や行政が協力して学

校教育の円滑な推進を目指すための支援活動はどうあ

るべきか。」という形にまとまったと思う。

研究の計画（日程）、具体的な内容、方向性等を次回提案してい

くことになった。

２）（仮称）浦安市子ども図書館基本計画（案）について

（仮称）浦安市子ども図書館基本計画についてパブリックコメン

トを実施した。基本計画（案）を事務局より説明し、意見等に

ついては、次回の会議で伺うこととした。

（２）その他

１）次回の会議日程について事務局より説明。

第５回定例社会教育委員会議

令和２年２月20日（木）午後２時00分から

市役所10階 協働会議室

以上で会議は終了した。


