平成28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28年４月21日（木）午後２時～４時

２

開催場所

中央図書館

３

出 席 者
（委 員）
藤田委員長、松木副委員長、大木委員、大塚委員、守屋委員、松浦委員、
朱膳寺委員、扇谷委員、川上委員、田中委員
（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、生涯学習課長、
青少年センター所長、市民スポーツ課長、運動公園スポーツ施設整備課
長、高洲公民館長、中央図書館長、堀江公民館長、富岡公民館長、美浜
公民館長、当代島公民館長、日の出公民館長、中央公民館長、青少年課
長、生涯学習係

４

傍 聴 人

２階

視聴覚室

０人

５ 議
題
（１）報告事項
１）事業の開催報告について
①（仮称）新浦安駅前文化施設プレイベント
②平成27年度青少年文化・芸術支援事業
「しんうら駅前広場音楽祭2016」
２）平成28年度社会教育委員関係事業計画について
３）生涯学習部各審議会の開催報告
（２）協議事項
１）平成28年度社会教育関係団体活動補助金の交付予定について
２）浦安市の生涯スポーツ推進のあり方について
（３）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）事業の開催報告について
①（仮称）新浦安駅前文化施設プレイベント
② 平成27年度青少年文化・芸術支援事業
「しんうら駅前広場音楽祭2016」
生涯学習課長よりⅠ．Ⅱ．について概要を報告した。
委員からの主な意見・質問等は以下の通り。
（委 員） 資料２ページに「今後さらに、駅前広場ステージ、市民プ
ラザ、平成29年度完成予定の文化施設も含めた音楽祭へと
成長 させ ていきた い 。」と 記載されて い ま すが、具体 的な
展望やどういったものにしていきたいか伺いたい。
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（事務局） ダ ンス や音楽 等、３つの施設を連携 した事 業を展開してい
きたい。
２）平成28年度社会教育委員関係事業計画
３）平成28年度生涯学習課事業計画
生涯学習課長より２）について概要を報告後、３）については、各
課長の順で各平成28年度の事業計画の概要を説明した。
委員からの主な意見・質問等は以下の通り。
（委 員） 郷土博物館の学校活用ということで、学校の授業の受け入
れをよく していただき感謝している。社会科（歴史）を長
く研究し ていることもあり、有効に活用している。また、
浦安鐵鋼 団地「身近にあるが知られていない日本一」とい
う事業に ついては、子どもたちの興味を引くネーミングで
あり、楽しみである。
（事務局） 活用推進委員会を充実させ、学校により有効活用されるよ
う努力していきたい。また、浦安というとマンションやデ
ィズニーランドが一見有名ですが、鐵鋼団地のように素晴
らしい鉄鋼の流通基地等を地域にＰＲしていきたい。
（委 員） 青少年と奏でる音楽のまちづくり事業について、大変素晴
しい事業だと思いますが、その経緯等を教えていただきた
い。
（事務局） ジュニアオーケストラが解団することになっている。初心
者が楽器に触れる機会や子どもたちが弦楽器に触れる機会
が少ないということ等から、音楽の裾野を広げ、子どもか
ら青年まで音楽をもっと楽しみ生きがいに繋がってほしい
という思いが、浦安シティオーケストラと市の考えがあっ
たため、ユースオーケストラという形でこの事業を展開し
ていくことになった。指導者はプロの方になるということ
で、市としては裏方のお手伝いをしていく。
（委 員） 青少年自立支援未来塾を今年度から美浜中学校で行うとい
うこと で、 大変 あり がたい。 部活動 を引 退 した3年生を対
象に公民館で行うとうかがっている。定員に20名程度とい
う制限があると思うが、ある程度、自由に子どもが行ける
ような幅を持たせていただきたい。
（事務局） 20名程度の定員と考えている。学校で行うと学校の延長と
なってしまうことなどが考えられ、公民館で行うことを予
定している。対象生徒については学校で選抜して、学校と
地域の方で学習支援ができればと考えている。定員や指導
者数については調整させていただきたい。
また、この事業は国が推進しているもので、昨年度は千葉
県で浦安市のみ実施、今年度は酒々井町と浦安市が実施す
る予定。
（事務局） 昨年度未来塾に参加していた生徒たちは、全員進学してお
り、素晴らしい成果をあげている。
（委員長） 人材集めや運営等大変であると思いますが、協力できるこ
とがあれば事務局に連絡してほしい。
（委 員） 公民館事業について、家庭教育学級を公民館で行っている
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ことを知らなかった。学校と同じように各公民館ごとにホ
ームページがあったらと思う。
（事務局） ホームページはあるが、施設の紹介に留まっている。市の
ホームページからイベント情報を知らせしているが、入り
口がわかりずらく、電子ツールの情報については、課題が
ある。市内の小中学校から、子どもを通して参加案内を配
布している。
（委 員） チラシは、お子様が不登校の家には届かず、また、中学生
くらいになると家に手紙を持ち帰らないお子様も多い。ネ
ットについては、作成中となったまま更新されず残念な時
もある。どこかに集約して、そこを見れば全てがわかるよ
うにネットや紙ベースの両方から情報を流していただきた
い。
３）生涯学習部各審議会の開催報告
委員からの主な意見・質問等は、以下の通り。
（委員長） 文化財審議会議事録に、旧醍醐家茶室を浦安市指定有形文
化財にすることについてとあるが、どのような建物で今後
どのようになるのか教えていただきたい。
（事務局） 猫実の醍醐様から平成22年に市に寄贈されたもので、明治
37、38年 頃に使 用さ れて いた 。６畳 、８ 畳の平館 で38.84
平方メートルあり、現在は解体し保管している。今後、浦
安公園に隣接する街区公園内に設置する予定であるが、詳
細については検討中である。
（２）協議事項
１）平成28年度社会教育関係団体活動補助金の交付予定について
関係課長より１）について説明した。
浦安市小・中学校ＰＴＡ連絡協議会の市補助金交付予定額につい
て、委員からの確認を求められて、誤植が判明し、額の訂正をした。
委員からの主な意見・質問等は、以下の通り。
（委員長） 補助金の監査や補助金の査定額決定の仕方、および、施設
利用の減免について、お伺いしたい。
（事務局） 補助金の監査については、団体から提出された事業報告や
収支・決算報告書、領収書等、必要な書類を確認し、行っ
ている。補助金の査定については、基本的には、事業を見
つつ各団体とのヒアリングをもって決定しているが、事業
規模によって変動はある。また、震災以降全体的には減額
のままになっている。社会教育関係団体の施設使用料につ
いては、平成28年度より、公民館の使用料を50％いただく
が、その補さん分は、補助金の中には含まれていないので、
支出が増えることになる。ただし、事業によっては、全額
減免になるものもある。
（委員長） 市民スポーツ課に質問。体育協会の予算規模がとても大き
いが、どのような形で運営されて執行しているのか教えて
いただきたい。
（事務局） 昨年、軽スポーツ協会が加わり、現在体育協会は、24団体
約27,000人の会員を抱えている。主に春と秋の市民大会や
3

県民大会、あるいは、研修等への参加が行われている。内
容については、各団体の会長や副会長、理事を中心に各行
事を執行している。
２）浦安市の生涯スポーツ推進のあり方について
市民スポーツ課長より、浦安市におけるスポーツ施策について説明し
た。
委員からの主な意見・質問等は、以下の通り。
（委

員） 車いす用テニスコート、および、スケートボード場拡張事
業は、今年度中にできるのか。
（事務局） スケートボード場については、平成27年度中に完成させる
予定であったが、利用者の声を聞くと設計から見直さなく
てはならないことが判明し、平成28年度中に完成させる予
定。浦安は、ストリート型で、階段やてすり等のあるスケ
ートボード場である。車いす用テニスコートについては、
設計や建設に３ケ月かかるが、利用者がみえているので、
できるだけ早く完成させたいところ。
（委員長） 総合型地域スポーツクラブとはどういうものか。また、ス
ポーツ推進員の位置づけ、および、市民の方々からこんな
施設を作ってほしい等の要望はあるのか。
（ 事務局 ）総合 型地域 スポーツ クラブとは、小中学 校の体育館や武道
場、 あるい は、 グ ラ ンド等 の使用に つい てクラ ブを立ち上
げ、 いつ、 どこ で 、 何時か ら使用す るか 等を調 整してもら
い、 管理・ 運営 し て いくも の。国か ら推 奨され ている事業
で、 現在、 見明 川 、 高洲、 日の出、 明海 、東野 、浦安スポ
ーツ クラブ の６ 団 体 がある 。スポー ツ推 進員は 、非常勤職
員で、年間金9万円の手当てがでている。新施設設置の要望
はあ るが、 私ど も が 所有し ている土 地は 現在な いので、今
のところ要望があっても、新施設の設置はできない。
（委員長） 浦安市には、実業団やプロ等の団体があるのか。
（事務局） サ ッカー （ブ リオ ベッカ）、フット サル（バルドラー ル浦
安 ）、 マラ ソン（ ユ ニクロ ）の ３ つ 。 ま た、団 体では ない
が、野球やラグビーの選手は住んでいる。
（委員長） 委員長より「スポーツを通じて健康で生きがいのあるまち
浦安をめざして」について、概要を説明した。
提言内容は以下の通り。
浦安市におけるスポーツの現状・課題や国や県の動向をも
とに提案する。
・世代別等で目標を設定して提案。
目標１ 日常的にスポーツをする人口の15％増加（成人）
目標２ 元気高齢者の割合を維持（高齢者）
目標３ スポーツに親しむ子ども:
新体力テストで全国平均超え（子ども）
目標４ 誰もが一緒にスポーツができるまち：
スポーツに関するノーマライゼーションの推進（障がい
者）
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※ ４つの 目標を社 会教育委員でグル ープに分かれて研 究す
る。
（３）その他
１）次回の会議日程について事務局より説明。
次回は、臨時会として平成28年５月20日（金）午後2時より総合
体育館で開催し、施設職員による説明及び協議を行う予定であ
る。
以上
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