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令和元年度第３回定例社会教育委員会議事録（議事要旨）

１ 開催日時 令和元年９月19日（木）午後２時～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、田中委員、髙橋委員、渕野委員、

工藤委員、室井委員

（事務局）

生涯学習課長、郷土博物館長、中央図書館長、青少年センター所長、高

洲公民館長、市民スポーツ課長、生涯学習課主幹、生涯学習課補佐、生

涯学習係

４ 傍 聴 人 ０人

５ 議 題

（１）報告事項

１）事業の開催報告について

①令和元年度生涯学習フォーラム開催報告について

②うらやす管弦楽フェスティバル2019開催報告について

③令和元年度第２回公民館運営審議会開催報告について

④令和元年度第２回浦安市文化財審議会開催報告について

⑤令和元年度第１回図書館協議会開催報告について

２）事業の開催案内について

①令和元年度浦安市成人式開催案内について

②令和元年度ふるさとうらやす作品展開催案内について

③～浦安から世界へ！2020東京オリパラ～

浦安スポーツフェア開催案内について

④第29回東京ベイ浦安シティマラソン開催案内について

⑤第39回市美術展開催案内について

⑥令和元年度浦安市各公民館文化祭開催案内について

３）第２次生涯学習推進計画・生涯スポーツ推進計画について

（２）協議事項

１）提言テーマについて

６ 議事概要及び会議経過
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（１）報告事項

１）事業の開催報告について

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令和元年度生涯学習フォーラム開催報告について

（委 員） 浦安想い出語りの会の事例発表はわかりやすく、良かった。

浦安独自の活動で、今後の活動に期待している。

伊藤先生の話だが、「知縁」と「地縁」という言葉、とて

も大事で、市民大学など教育の機会で知識を得た人が一人で

は限度があるがネットワークでまちづくりに生かすことが社

会教育の大きなテーマだと思う。「知縁・地縁」を大事にし

たい。

②うらやす管弦楽フェスティバル2019開催報告について

（委 員） 今年の参加者で特に初心者がうまくできていた。聞いた話

では、抽選で漏れた子どもたちがいて、できれば皆さん体験

できると良いと思う。弦楽器を午前と午後で二人で一つの楽

器を使うという形で行っていたので、発表会に手間取る場面

が多かったが、その辺がクリアになると参加したいという子

どもたちが増えると感じた。

（委 員） ２日間であんなにできるようになるなんて感動した。大人

も体験したいという声もある。

（委 員） ９月28日に幕張総合高校のシンフォニックオーケストラが

文化会館大ホールでクラシックコンサートを行うが、こうい

う場に子どもたちを招待したらどうか。フェスティバルに参

加した子どもたちが生の音楽を聴けるとさらに刺激を受けて

音楽家を目指す子どもたちがさらに増えると思う。

③令和元年度公民館運営審議会開催報告について

（委 員） 今般の台風15号の公民館の対応や地域防災の役割について

伺いたい。

（事務局） 事前に台風が来るとわかっていれば、高洲公民館であれば

雨漏りしそうなところを前もって養生するとか、外のデッキ

にある机やいすを片付けるなど、各施設で対応している。

特に館長が寝泊まりすることはないが、中央公民館につい

ては過去に近くの方たちが避難してきたことがあるので、館

長が一日対応していた。

地震については日常点検などで対応をしている。



3

⑤令和元年度第２回文化財審議会開催報告について

（委 員） 豊受神社のイチョウの診断業務に関連して、市内には天然

記念物指定の樹木がどのくらいあるのか、管理部署など聞き

たい。また、フラワー通りの末広湯に関連して、現在市内に

は銭湯がどのくらいあるのか、また末広湯には貴重な資料が

あると思うが、保存や寄贈などあるのか。

（委 員） 新橋のところの松の湯とフラワー通りにもう一軒ある。

（事務局） 天然記念物の指定樹木は豊受神社のイチョウが唯一である。

この樹木については平成に入ってから３回樹勢の状況調査を

行っている。これまでの調査で大分枝ぶりが広がっていたの

で、これを支えるため鉄の支柱を施している。所有は豊受神

社なので管理も神社で行っていただくが、樹木の状況につい

ては引き続き市も関わって、見守っていきたい。

末広湯の調査に当たっては、土地の取得について所有者と

市街地整備担当が話し合っている状況であり、文化財担当と

して市街地整備担当と現地に行き、状況を確認し、所有者と

会い、郷土資料になるかについては「博物館で保存・展示で

きるようなものはお持ちください。」と回答をいただいてい

る。建物については、所有者・市街地整備担当との関係を踏

まえて、今後考えていきたい。

⑥令和元年度第１回図書館協議会開催報告について

（委 員） 近隣市の市民の利用について協定があるようだが、どのよ

うな状況なのか聞きたい。

（事務局） 市内在住及び在勤、在学以外の市外利用者については、市

川市の行徳支所管内の方は制限付きで、図書２冊まででリク

エストや予約は受け付けていない。これについては特に協定

を結んでいる訳ではなく、各自治体の判断で市外利用者の利

用範囲を決めている。市川市は浦安市民が登録できると聞い

ている。状況により自治体が規則等により定めている。

２）事業の開催案内について

事業の各担当課より概要を説明した。委員からの主な意見・質問等は

以下の通り。

②令和元年度浦安市成人式開催案内について

（委 員） 昨年度成人式では、周辺道路の工事影響で間に合わない新

成人がいたと聞いているが、そのようならないような周知等

についてはどのように考えているのか。

（事務局） 今年度は、事前に周辺道路工事等については注意をしなが
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ら、わかる範囲で案内状を送付する際に併せて通知していき

たい。

③～浦安から世界へ！2020東京オリパラ～浦安スポーツフェア開催案内

について

（委 員） 趣旨に「スポーツ健康都市宣言」という文言が入っていな

いが、意図的なものがあるのか。

（事務局） 「体育の日」にあわせてスポーツに親しむことが基本的な

趣旨であるので「スポーツ健康都市宣言」に触れていない。

⑥第28回東京ベイ浦安シティマラソン開催案内について

（委 員） ボランティアの募集方法、応募状況について、また昨年度

の事故等の発生状況について聞きたい。

（事務局） ボランティアについては、基本的には公募であるが、スポ

ーツ協会などの団体にお願いし募っている。

事故に関しては、ボランティアの方が倒れ、救急車で運ば

れたが命に別状は無かった。その他大きな事故は無かった。

（委 員） 市外参加料の値上げの件について、相場としてどうなのか、

またふるさと納税の返礼品と関係があるのか。

（事務局） ふるさと納税とは関係なく、金額については実行委員会で

いろいろ議論した結果である。参加料は、近隣市と比較し

ても低いが、影響を考慮して現参加料の上限1.5倍までとし

た。

⑥令和元年度浦安市各公民館文化祭開催案内について

（委 員） 一般の方々には広報・ルネサンスなどでＰＲしている現状

だと思う。文化祭はサークルの交流の場となってコミュニ

ケーションができて非常に良いと思うが、サークルに所属

しない、地域の人たちに足を運んでもらうためにどのよう

な工夫をされているのか聞きたい。

（事務局） ポスターやチラシの作成がギリギリになってしまっている

現状ではあるが、学校にチラシの配布を行ったり、マンシ

ョンに掲示をお願いしたりしている。委員がおっしゃると

おりもっと広報すべきだと思っている。自治会にお願いす

るのも一つの方法だと思うがチラシの準備が遅くなり事務

局として反省すべき点である。なるべく多くの方々に来て

いただきたい思いはある。

３）第２次生涯学習推進計画・生涯スポーツ推進計画について

前回会議からの変更点について事務局より説明を行った。委員からの
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主な意見・質問等は以下のとおり。

（委 員） 19ページ、重点的な取り組みについて、小中学校を積極的

に活用していただきたい。地域の身近な集う場所といえば小

中学校であり、小学校区くらいなら、地域の方が来やすい。

スポーツも同様である。またＰＤＣＡをまわしていく中で、

基準値について、マイルストーンとなるものを設けるなど細

かく進捗状況を把握できると良い。

（委 員） 30ページ、市民の学びを支える人材の育成について、社会

教育士についてどのようなものなのか。また32ページ、社会

教育主事を養成した人数48人とあるが、４月１日現在市役所

にいるのか。

（事務局） 新設される社会教育士については、社会教育主事の講習を

受けた者が教育委員会の発令を受けて「社会教育主事」とな

るが、来年度以降は教育委員会の職員でなくても一般の方が

講習を受けて称することができるものである。

（委 員） 社会教育主事はどのような要件を満たせば良いのか、また

どこで講習を受けるのか。

（事務局） 社会教育主事の有資格者に対し、教育委員会が発令してい

る。講習は一般的には大学で行っている。また、文科省の社

会教育実践研究センターという養成機関で、年２回夏と冬に

約40日間の養成講座を行っている。48人とはこれまでに教育

委員会で発令された人数で、退職した職員、市長部局に異動

した職員も含まれている。

（委 員） 62ページの「②子どものスポーツを支える取り組み」につ

いて、実際どのようなことを想定しているのか。

（事務局） 地域の中で先生だけではできない部分などを地域と連携し

て、学校の部活がない時間帯に体育館や運動場を利用しなが

ら活動して地域の子どもたちがスポーツを楽しめるようこと

などを想定している。

（２）協議事項

１）提言のテーマについて

過去の答申・提言のテーマ、スケジュール案を資料として委員長より

説明した上で、各委員に話を伺った。

（委 員） 基本計画・生涯学習推進計画と連動するような、少しでも

実現できるような深掘りができればいいかなと。また、市か

ら諮問やニーズについて行っていったらどうか。

（委 員） 「浦安っ子を支える地域の力」の第２弾的な、アクティブ
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シニアの人たちを活用していくかということをいろいろな意

味で考えていかなければならない。シニアが手を上げやすい

環境づくりやシルバー人材センターなどとのネットワークづ

くりをしながら、就労だけではなくシニアを活用していくこ

とができたら良いと思う。

（委 員） 推進計画の基本施策４のまちの魅力づくりについて、今ま

で提言してきた中でシニアの活用について話し合ったことが

ある。第２弾としてシニアの活用について提言としたい。

（委 員） アンケート結果によると得た知識を発信する機会が欲しい

というニーズがある。生涯学習に関する人材バンクのような

ものが長野県千曲市にシステムがあるようなので、そのよう

なことができればいいのかと思う。

（委 員） 人材の活用は大いに賛同するところである。市Ｐ連の立場

で言えば、保護者中心で働く世代のボランティアなどの地域

貢献についてとか、また大人の学びが少なく正しく理解する

場が大人にとって必要だと思い、教育を大人になっても提供

し続けることが大事だと思っている。あと、インフラ面の整

備が大事だと思っている。

（委 員） 浦安の魅力をもっと発信したら良いと思うし、浦安の魅力

のひとつは人だと思う。ＪＩＣＡの卒業生や婦人の会などに

は何でもできる方々がたくさんいるし、活躍する場をもっと

増やしてほしいと思う。我々もそのようなかっこいいシニア

になりたいというモデルとなってほしいと思う。インクルー

シブの時代が来ていて、外国とつながりあう人、障がいのあ

る人、シニアの方含めてみんなで浦安で居場所があって居心

地が良くて、そのようになると良いと思う。郷土博物館、音

楽など大きな魅力のひとつであると思うので、それをアピー

ルして浦安大好きという子どもたちが体験できるようになれ

ば良いと思っている。

（委 員） 今学校は働き方改革により、子どもたちが活動したくても

部活動ができない状況にある。人材活用という中で子どもた

ちをどのように浦安市でさらに育てていくか話ができればい

いと思っている。

（委 員） 過去に提言している中で課題が出ている。皆さんも言って

いたが、シルバー人材を表に出していけるような方策がない

だろうか。また、前に委員長が言っていたが市原市のパンフ

レットのような形で、もう少しシルバーに訴えて子どもたち

活動の場を広げていってお知らせするような形を取れたら良

いと思っている。

（委 員） 県補連だよりのコラムにある「子どもの動きが見えにく
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い。」という記事が気になった。市原市の社会教育委員の活

動で保護者向けに家庭教育のパンフレットを作成している。

このようなものを社会教育委員として家庭教育に対する提案

ができないものかと考えた。

（委 員） 文科省が家庭教育の重要性を謳っている。背景としてその

辺を意識した保護者が少ない。学習指導要領が変わっていく

中で、保護者の子どもたちに対する接し方も変わらなければ

ならなくなってきている。

（委 員） 2024年からプログラミングが導入される。子どもたちに教

えていくときに先生がいないのではないかと思い、シニア世

代の得意な方々を活用できたらいいのではないかと前に話し

たことがある。

（委 員） テーマについて皆で真剣に議論を深め、もっと深堀りしな

いと、決められたことに対して意見を言いましょうというこ

とではないのではないか。

（委 員） 作業スケジュールは予定である。今日ご意見いただいたこ

とを基に次回深堀りして、慎重に意見を交換したいと思うの

で考えて来ていただきたい。

以上で本会議は終了した。


