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令和元年度第４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11月22日（金）午後３時～５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、遠藤委員、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

書館副館長、青少年センター所長、高洲公民館長、市民スポーツ課長、

青少年課長、生涯学習課主幹、生涯学習課長補佐、生涯学習係

４ 傍 聴 人 １人

５ 議 題

（１）報告事項

１）事業の開催報告について

①令和元年度青少年文化・芸術支援事業

「市民まつり青少年音楽祭2019」開催結果について

②令和元年度第３回公民館運営審議会議事録について

③令和元年度第２回浦安市図書館協議会議事録について

２）第50回関東甲信越静社会教育研究大会埼玉大会参加報告

（２）協議事項

１）令和４年度（2022年度）民法改正に伴う成人式のあり方について

２）社会教育委員の提言について

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

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令和元年度青少年文化・芸術支援事業「市民まつり青少年音楽祭

2019」開催結果について

（委 員） 文化会館大ホールで聴かせていただき、大変感動した。

このような発表の場があって、子どもたちにとって良い経
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験である。聴く側にとってもライブで雰囲気が伝わってくる。

社会教育の視点から見ても十分意義がある。大事にしたい音

楽イベントだと思う。

（委 員） ９団体という出演団体の規模は適正なのか。また、この音

楽祭に関してどのような課題があったのか。

（事務局） 出演団体の規模については、平成30年度は12団体、29年度

は８団体、28年度は11団体となっている。これは会場の都合

等で音出しなどのリハーサル時間や演奏終了後の片づけ時間

を考慮すると、10団体前後が開催時間内で発表する団体数の

限界と考えている。

また課題としては、例年新浦安駅前を開催場所としていた

が、今年度は市民プラザの改修により、控室の確保などの家

計から、市民まつりと連携して文化会館で開催した。次年度

以降も天候に左右されない文化会館で開催するのか、新浦安

駅前で開催し、通りがかりの方々にも雰囲気を感じていただ

いた方がいいのか検討しているところである。

（委 員） 出演団体の選定基準はどのようになっているのか。

（事務局） 原則公募している。応募多数の場合は抽選としている。

②令和元年度第３回公民館運営審議会議事録について

（委 員） 講座の申込み方法が「ハガキ」、「電話」、「当日窓口で直

接」など多様で複雑である。抽選の方法についてどのように

行っているか。

高洲公民館の「ＬＧＢＴ」の講座について、多様性の理解

につながる事業でよくやっていると思う。学校との連携の状

況、生徒の反応、今後の展望について伺いたい。

（事務局） 募集方法が確かに複雑で講座によって違う。抽選の方法は

その館に任せているが、応募者リストを作成しくじを引いた

りしている。

「ＬＧＢＴ」について、議事録では「ＬＧＢＴ」という言

葉を使っているが、講師の先生方と何度も話し合い、「性の

多様性」とすることにした。事業は生徒主体であるが、まず

は中学校の先生にレクチャーしてから、生徒に向けて行うこ

ととした。なぜなら、受講した生徒が先生に打ち明けるかも

しれないので、その受け皿として対応の仕方などを習得して

から子どもたちに向けて発信するという企画にした。

内容については市の男女共同参画センターと一緒に行って

いく。

（委 員） 「千葉県50年公民館の歩み」のＤＶＤはいつごろ作られ、

時間はどのくらいか。私も視聴したいと思う。
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（事務局） 千葉県の公民館50周年記念事業で作られたもので、約20分

くらいである。

（事務局） 平成13年度に制作された。全国的に社会教育法の公民館が

できて50年を記念し、千葉県では県公民館連絡協議会が記念

誌とビデオを制作した。浦安市の公民館職員も制作チームに

関わっていたので、近年の浦安の公民館も出てくるのでぜひ

ご覧いただきたい。

（委 員） 「性の多様性」の講座について、私も２年前に仕事で講座

を開催したことがある。様々なところで話題になっていると

いうことは、必要とされているのではないかと思う。まずは

認識することが何事についても大きな一歩だと思うので、進

めていっていただきたい。

③平成30年度第２回浦安市図書館協議会議事録について

（委 員） ワークスペースの目的とレイアウト及びラーニングコモン

ズとの違いについて伺いたい。また新規に導入するシステム

やセキュリティシステムについて伺いたい。

（事務局） ワークスペースについては区切られた空間で、グループ学

習や学習の成果を展示できるようにボードが設置されたり、

講座を開いたりできるようになっている。外から見えるよう

になっており、他の方に学習を促す効果をねらったものとな

っている。またラーニングコモンズとの違いについて、いわ

ゆる大学図書館で設けられているものであるが、このワーク

スペースは学生たちが集まって学習するということだけを狙

ったものではない。

システムについては貸出・返却といったものについては従

来どおりである。新たなシステムとしては「読書通帳」とい

う、子どもたちの読書活動の推進をねらったもので、借りた

本の記録を通帳の形式に印字する機械を導入することにした。

これは中央図書館だけでなく分館でも実施する。セキュリテ

ィについては、迷惑になる行為をされる方がいた場合は注意

をしている。また防犯カメラの設置を予定している。

（委 員） 中央図書館とこども図書館の役割分担についてはどうなる

のか。また、子ども図書館は新町地区にできるが、元町地区

にある中央図書館に子ども図書館的な機能を持たせることは

できないのか。

（事務局） 役割分担については、現在中央図書館で行っている学校な

どの類縁機関向けの児童サービスを基本的にこども図書館に

移すことになる。また、団体貸出しなどの作業を伴う業務に

ついてもスペースなどの関係から子ども図書館に移す予定で
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ある。

中央図書館に現在ある児童コーナーは残るので、子ども図

書館・中央図書館・分館とそれぞれ近いところをご利用いた

だきたい。

２）第50回関東甲信越静社会教育研究大会埼玉大会参加報告について

11月７･８日に開催された本大会の概要について委員長より説明し、

参加した委員から感想を述べていただいた。

（委 員） 歓迎セレモニーが素晴らしかった。社会教育は文化も一つ

のターゲットであるので大事にして欲しい。

野島先生の基調講演の中で、人生100年時代と言われてい

る中で、「学びをチャンスやチャレンジの機会」としてポジ

ティブにとらえることが大事で生涯学習・社会教育の意義が

ある。また社会教育の役割として子どもたちが夢に向かって

頑張れる社会の実現を目指してほしいと話があった。

パネルディスカッションはパネラーの紹介など面白い仕掛

けがあった。

（委 員） 野島先生の講演、「これからの地域というのは学びを通し

て地域のコミュニティの形成をする方が良い。」と話があり、

私もつくづくそうだと思った。２日目の分科会は、浦安想い

出語りの会の発表があり、昔のことを語り合う回想法は、脳

の活性化に良いので、これを通しての月に一度の活動をみな

さんにもっと知ってもらえたら良いと思った。

神奈川県の市ヶ尾高校の発表は、ＯＢの大学生のプレゼン

の上手さに驚いた。中高生が一緒になって地域で素晴らしい

活動を行っていることに関心した。

（委 員） 野島先生の講演「学びが開く豊かな人生」を聞いて人生

100年時代をどう生きるか、不安と期待がある。不安は長生

きのリスク、期待は人生いくつになっても好奇心を持たなく

てはいけないということに胸を打たれた。人生には「教育・

仕事・老後」の３つのクールがあり、特に老後が私の中で引

っ掛かった。地域のコミュニティの重要性、学びの方法とし

て「日々の暮らしが学びの場」、「ひとり学習」、「講座・教室

で学ぶ」の３つを挙げられていた。２日目の事例発表は、浦

安想い出語りの会による「回想法」の紹介があった。また、

横浜市の市ヶ尾高校による「市ヶ尾ユースプロジェクト」の

発表では、中高生の生徒たちが主体となって地域の良いとこ

ろの掘り起し、大人と学校の協力のもと、多世代交流による

子ども・若者の育成、支援などの活動について発表があった。
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（２）協議事項

１）令和４年度（2022）民法改正に伴う成人式のあり方ついて

事務局より近隣各市の動向について説明した。委員からの主な意見・

質問等は以下の通り。

（委 員） 民法上18歳で成年になるので、18歳で開催するべきである

とは思うが、受験などの事情があるので20歳での開催が良い

と思う。

（委 員） 受験や就職の時期と重なり、経済的、時間的、精神的にも

負担が大きいことを考えると、20歳のままで良いと思う。

（委 員） 18歳は人生を決める大学受験を考えると厳しいと考える。

大学への推薦を受ける生徒は論文の提出を12月末までに求め

られ、一般受験の生徒はこの時期は必死になって勉強してお

り、20歳で良いと思う。

（委 員） 法律的には18歳で成人となるが、仮に20歳を成人式の対象

年齢とするなら、20歳で成人式を行う理由を考える必要があ

り、その考え方に沿って式の名称やコンセプトを変えなけれ

ばならないと思う。

（委 員） 法律的には18歳で成人になるので、セレモニーをするかし

ないではなく、18歳で成人だということを意識させるものが

あると良い。また当事者はどう考えているのかを知りたい。

（委 員） 18歳では親や子どもたちの負担が大きいと思うので、20歳

で開催する方が良い。18歳にすると出席したくても出席でき

ない人が増えることが懸念される。

（委 員） 18歳では十分に大人としての意識が醸成されていないので

はないか。20歳で開催することにより、成年に達してからの

２年間の成長の振り返りができる。

（委 員） 「成人式」という名称をどうするかという議論はあるかと

思うが、20歳が良い。

（委員長） 各委員からは、ほぼ20歳かなというご意見を伺った。当事

者の意見把握の必要性や、18歳で行うことによる意義、その

一方で受験などの対象者の負担増への懸念、20歳で行うこと

による成長の振り返りへの期待、20歳での成人式の名称など

について意見が出された。

（事務局） いただいた意見をまとめ、教育委員会議で報告する。
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２）社会教育委員の提言について

前回会議の意見まとめをもとに、各委員から意見を伺った。委員から

の主な意見・質問等は以下の通り。

（委 員） 学びを通して、市民全体の力を使う。

（委 員） 人材の活用。シニアに限らず、市民全体で。公民館の力を

借りる。

（委 員） 人生100年時代と言われているので、年代に応じた狙いが

あると思う。第一線を退いた方への支援をどう考えるか。

（委 員） 過去に200人委員会に参加した。その中で市民大学ができ、

市民大学に参加したことにより、シニア世代とのネットワー

クができた。「木に親しむ会」、「救助犬」の活動など、そう

いった仕組みが増えたら良いと思う。

（委 員） アクティブシニアや市民の力など多世代交流やつながりな

ど、お互いの世代から学びあえる。コミュニケーションが深

まるきっかけにもなる。

（委 員） シニア、異年齢交流事業というのもある。

（委 員） どんな人がいつでも学べる、インクルーシブが大事である

と思う。モデルケースの投げかけ、「水辺の会」の方など。

具体例を聞いてヒントを伺っている。モチベーションを持っ

てもらう。

（委 員） スポーツでは、教える側と教わる側の両面があり、一緒に

成長し、一緒になって遊ぶことが大事である。

（委 員） 「人づくり・つながりづくり・まちづくり」。市民の学び

の力でまちづくりとなるか。

（委 員） シニア・異世代交流がキーワードになった。

（委 員） オリパラに関連して「働き方改革」が加速している。在宅

勤務などにより現役世代に余裕ができる。

（委 員） 地域活動に参加できる環境づくりをしている企業もあるよ

うだ。

（委 員） 事務局でデータや意識調査などの情報があれば提供してい

ただきたい。

（委 員） いつも話だけで終わってしまうので、モデルを一つできな

いものか。

以上で本会議は終了した。


