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令和元年度第５回定例社会教育委員会議事録（議事要旨）

１ 開催日時 令和２年２月20日（木）午後２時～午後４時00分

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、遠藤委員、工藤委員、渕野委員、髙橋委員、木内委員

（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、中央図書

館長、生涯学習課長、青少年センター所長、高洲公民館長、生涯学

習課主幹、市民スポーツ課長補佐、生涯学習課長補佐、生涯学習係

４ 傍聴人 ２人

５ 議題

（１）報告事項

１）行事の開催報告・案内について

①令和元年度浦安市成人式開催結果について

②令和元年度第22回市民手工芸作品展開催報告について

③大塚勉写真展～浦安に生まれて～Site 埋立地 1971-2019

生成する場 開催報告について

④第29回東京ベイ浦安シティマラソンの開催結果について

⑤浦安市中央図書館リニューアルオープン記念セレモニー及び

読書通帳贈呈式開催要項について

２）生涯学習部各審議会の開催結果について

①令和元年度第５回公民館運営審議会会議録

②令和元年度第３回浦安市図書館協議会会議録

３）その他報告事項について

①読書通帳の運用について

②公民館のキャッチフレーズについて

③新型コロナウイルス対策について

（２）協議事項

１）社会教育委員の提言について
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(３)その他

１)次回の会議日程について

令和２年４月16日（木） 午後２時00分から午後４時00分

市役所４階 Ｓ２・３会議室

６ 議事概要及び会議経過

（１）報告事項

１）事業の開催報告・案内について

事業の概要について①～③は資料をもって説明とした。④、⑤

について説明をした。委員からの主な意見・質問等は以下の通り。

①令和元年度浦安市成人式開催結果について

（委員長）市外へ転出された方が前年度85人から今年度13人に減

った理由は何か。また民法改正後の開催年齢について

当該世代への意見聴取や市民への発表についてどのよ

うな手順になるのか。

（事務局）１点目の市外転出された方については、本来であれば

成人式は居住している市町村でご案内し出席するもの

であるが、浦安市の場合は会場の席数が限られている

中で、市外の参加者が多く市内在住の成人者が着席で

きない状況があり、今年度は条件を厳しくさせていた

だいたことでこのような結果になったと考えている。

２点目の民法改正後の成人式のあり方については、先

日庁議で教育委員会議・社会教育委員会議でのご意見

を市長に報告し、令和４年度以降の成人式についても

従来通り20歳を対象に開催してまいりたい。18歳につ

いては成人年齢となるので、対応や名称についてこれ

から教育委員会議、社会教育委員の皆様にご意見を伺

いながら検討してまいりたい。発表については間もな

くプレスで発表される段取りになっている。

（委 員）感想であるが、浦安市の成人式は社会教育活動の一環

であると思う。実行委員が企画から運営までしている

という、プロセスが極めて良いと思う。実行委員の構

成の男女比が半々で頼もしいかぎりである。開催場所

の選定理由に「浦安市の象徴である」、「浦安市でしか

できない特別な場所」など、まさに浦安らしさ、浦安
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の長所を最大限に活かして行われている。これは他の

社会教育施策、まちづくり全般にも浦安らしさを展開

していったら良いと思う。また実行委員がスピーチす

るなどして式典を自分たちが行っている。素晴らしい

成人式だと毎回思っている。

②令和元年度第22回市民手工芸作品展開催報告について

（副委員長）来場者が前年度より減った理由について

（事務局）例年は２月10日前後から一週間、市民プラザで開催し

ているが、今年度は市民プラザ改修に伴い、文化会館

での開催となったが、２月は文化会館が確定申告会場

になるので、会場の都合で時期を早め１月18日から一

週間で開催にしたことが来場者の減少につながったと

考えている。来年度は市民プラザで開催する。

③大塚勉写真展～浦安に生まれて～Site 埋立地 1971-2019生成

する場 開催報告について

（委員長）開催期間の全30日間という期間設定について

（事務局）11月２日から12月８日までの30日間で企画展示室にお

いて開催した。博物館では、１月から海苔の養殖の企

画展、同時に小学校４年生に海苔すき体験の事業があ

り、11月以前は９月から10月いっぱいまで小学校３年

生に昔のくらし体験の事業があるため、写真展はその

間での開催になり30日から40日くらいでと、大塚さん

と協議し30日間と決定した。

（委員長）ネガを寄贈いただいたとあるが、市の財産となるのか。

この場合の扱い、インターネット上での公開について。

（事務局）「博物館収蔵品データベース」は、ホームページから

博物館の収蔵品を検索でき、確認できるシステムであ

る。今回寄贈いただいた写真についてはデータベース

で紹介している。市の主催事業、学校への貸し出しな

どで活用し、事業で活用する場合は版権の関係もある

が、ご本人にご了解をいただいている。

（委員長）無償で寄贈いただいたのか。

（事務局）写真展を開催するにあたり、大塚さんと学芸員でお話

させていただいた中で、大塚さんのご厚意で無償で寄
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贈いただいたところである。

（委 員）とても貴重な浦安市の財産である。社会教育的に活用

していただきたい。学校教育では小中学校において浦

安の歴史をきちんと意識してしっかり教えて欲しい。

まちに対する誇りや愛着は歴史を知ることから始まる。

ぜひ積極的に活用していただきたい。

④第29回東京ベイ浦安シティマラソン開催報告について

（委員長）今後の課題の中で、スタート時の安全性の確保につい

て及び棄権者の対応についてとあるが、どのようなこ

とがあったのか。また事故等あったのか。

（事務局）１点目のスタート時の安全性の確保については、３㎞

の部において、一般の部及び小中学校の部がある。小

中学校の部においては、スタート直後、どうしても速

く走りたい気持ちでつまずいて、毎年すり傷などが発

生している。毎年課題として捉え、検討していること

ではあるが、安全性について今後も引き続き検討して

いきたいと考えている。棄権者の対応については、難

しい問題であるが、最後尾に収容車がついていて、走

るのをやめて歩いている人を収容しているが、トイレ

に行っているなどして見落とす場合がある。そのよう

な場合、どの程度の間隔で収容車を配置させるかなど

の課題があると考えている。また、けが人等について

は当日順天堂大学付属浦安病院に搬送され、今現在回

復に向かっていると伺っている。その他、けがや骨折

された方がいるがすべて保険で対応している。

（委 員）今回、浦安南高校陸上部がスタート地点と誘導、ボラ

ンティア部がゴール地点と荷物預かりなどでお手伝い

させていただいた。思ったより参加される方が多くて、

荷物を預かりしてお返しするときも気を付けながら対

応していたが、「早くしてくれ！」など怒号が飛んで

いたこともあった。そこで私たちがあみだしたのは、

目のいい子に遠くから見て「○番、○番」と言っても

らい対応した。またお仕事を仰せつかうことがあった

らぜひ、参加したいと思う。反省点としては、女子ト

イレがものすごく混雑していて、別のトイレをご案内
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したが、そこも混雑していた。もうちょっとうまく把

握してご案内できれば良かった。

（副委員長）スタート位置は昨年と変わったはずだが、中学生・

小学生の位置を変えた方がいいのか。

（事務局）10㎞の部とハーフの部については、申し込みの段階で

自分のゴール予定タイムを自己申告していただいてお

り、そのタイムごとにブロックを分けスタート位置に

並んでいただいているのでスムーズにスタートできて

いる。小中学生についてはそれができず、並んだ順で

スタートしているので、転倒などが起こっている。

⑤浦安市中央図書館リニューアルオープン記念セレモニー及び読

書通帳贈呈式開催要項について

意見なし。

２）生涯学習部各審議会の開催結果について

①令和元年度第５回公民館運営審議会会議録

意見なし。

②令和元年度第３回浦安市図書館協議会会議録会議録

（委 員）今回のリニューアルオープンに期待している。６ペー

ジに３つのコンセプトが書かれている、「居心地の良

い」・「出会いのある」・「可能性を開く」はとても良い。

ぜひ具体的な施策を実行していただきたいと思う。私

はある意味、図書館はスマホとの戦いだと思っている。

ものすごく紙の本離れが進んでいる。大学もしかりで

ある。紙の図書館は必要性があると思うし、スマホで

は代替できない機能がある。よほど工夫し、行ってみ

たいと思わせる何かを常に考えていないと、どんどん

活用実績が減っていく心配がある。またカフェについ

ても、ただの付け足しじゃなく、お茶を飲みながら、

行ってみたいと思わせるような仕掛け・仕組みを残し

ていただきたい。子ども図書館はぜひ、全国で成功例

として、「10年後浦安の子どもたちが読書好きであ

る」という大きな目標を持って運営していかなければ

ならない。子どもに本を読ませるという大きな教育課
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題ではないかと思うので、期待している。

（事務局）子ども図書館については、３月いっぱいで基本設計の

作業が終わる。基本設計ができたら、改めて報告の機

会を設けさせていただく。

（事務局）電子情報と紙の資料を比べると、紙の資料の最大の利

点は空間の中に本を配置できること、それによって多

様な世界・価値観があることを示せることだと思って

いる。この強みを図書館として活かしながら、ワーク

スペースを設けて、本とつながりを活かし、本と人と

の出会い、人と人との出会いをつなげるように運営し

ていきたいと考えている。

（委 員）読書通帳について他市町村での成功例など教えていた

だきたい。

（事務局）読書通帳については後ほど説明するが、様々な通帳の

タイプがあり、銀行の通帳タイプとレシートを発行す

るタイプなど、全国で80くらいの自治体で実施してい

ると聞いている。通帳タイプで実施している一部の自

治体に確認したところ、導入によって児童書の貸し出

し冊数が増加したと聞いている。例えば大阪府八尾市

などである。

３）その他報告事項について

担当課より概要の説明をした。委員からの主な意見・質問等は

以下の通り。

①読書通帳の運用について

（副委員長）通帳使用者の身元はどこを見たらわかるのか。これ

をもっていけば誰でも借りられるか。

（事務局）最初に通帳への登録作業が必要になるが、本を借りた

後に通帳を機械に入れれば印字できる。借りることに

ついては図書館の利用券の登録が必要である。そのあ

とに通帳で印字できる形で、通帳だけで借りることで

はない。

（委 員）導入にあたって、読書通帳を使ったイベントや企画な

ど考えていることがあれば教えていただきたい。

（事務局）詳細については検討中であるが、読書の励みになるも
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のだと思うので、一定の本を読んだ子どもたちに対し

ての表彰や読書通帳使った事業など行い、一過性のも

のにしないように考えていきたい。

（委員長）学校図書館では使えないのか。その辺がつながると良

いと思った。

（事務局）分館では通帳機を一台づつ設置する。学校図書館との

連携については、学校図書館で借りたものについても

図書館で印字できるようにし、来年度中には実現でき

るよう調整している。

（委 員）子どもたちが図書館に行くきっかけづくりになると良

い。

②公民館のキャッチフレーズについて

（委 員）感想であるが、高州公民館に初めて行った時に、なぜ

こんなに子どもがいるのかと思った。公民館が子ども

たちの身近な場所になるなんてすごいと思った。堀江

公民館も高齢者が小学校が近いということもあって行

きやすい地域の利点があると思う。自然な感じで高齢

者と子ども、二世代の交流が深められるんだなと改め

て公民館のキャッチフレーズを見て強く思った。

（委員長）この会議の後半、我々の提言の協議の時間になるが、

公民館の人を育てる力というものを、我々がこれから

どうしていくか検討する内容になっている。この時期

に公民館のパワーあふれるキャッチフレーズを出して

いただきありがたい。各館長さんの意欲が伝わってく

る内容で、ぜひ達成目指して頑張っていただきたいと

思う。

③新型コロナウイルス対策について

（委 員）高等学校で千何百人もの生徒・職員が毎日生活してい

る。いかに未然に防ぐかということで情報を生徒・職

員に与えている。今現在、浦安市としては実際どのよ

うな状況なのか。

（事務局）コロナウイルス対策については、１月27日に第１回目

の対策本部会議を開き、その都度、厚生労働省の発表

に準じた対応、職員の衛生管理の徹底を呼びかけてい



8

る。窓口業務等についてはマスク着用で対応するとい

う方針が出されている。

（委 員）今の説明は感染拡大の防止・抑止というのが主な話か

と思うが、実際に感染が認められた時にどう対応して

いこうという話はしているのか。

（事務局）風邪の症状で熱が４日以上続く、咳・くしゃみ・倦怠

感があるなどであれば、最寄りの病院もしくは各都道

府県に設置されている帰国者接触者相談センターに相

談し、危険性が強い場合は病院を紹介してもらい、受

診していただくことになっている。

（委員長）会議の決定事項は公立小中学校なら教育委員会を通じ

て連絡あると思うが、市内の私立学校には連絡するシ

ステムがあるのか。

（事務局）私立学校や県立学校、大学との連携について会議の中

で話をしたいと思う。

（２）協議事項

１）社会教育委員の提言について

（委員長）協議に入る前に、提言にも関わることであるので、委

員の各種大会の参加報告をお願いします。

委員より各種大会参加報告後、委員長より提言の作成

に向けた資料の説明をした。今後、日程に沿って調査

研究を進めていくこととなった。

（２）その他

１）次回の会議日程について事務局より説明。

第１回定例社会教育委員会議

令和２年４月16日（木）午後２時00分から

市役所４階 Ｓ２・３会議室

以上で会議は終了した。


