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平成30年度第１回浦安市総合教育会議

概要

１．開催日時 平成31年１月10日（木）午後４時～午後５時

２．開催場所 市役所４階 S5・S6会議室

３．出 席 者

（委 員）

内田市長、鈴木教育長、川端教育委員、舘教育委員、宮道教育委員

欠席：宮澤教育委員

（事務局）

企画部長、企画部次長、企画政策課長、秘書課長、企画政策課長補佐、企画政策課

主任主事（司会）、企画政策課主任主事

市民経済部長、市民経済部次長、地域振興課長、協働推進課長、商工観光課長、地

域振興課長補佐、地域振興課主任主事

教育総務部長、教育総務部次長（２名）、教育総務課長、教育総務課長補佐、教育

総務課係長

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、高洲公民館長、中

央公民館長、堀江公民館長、富岡公民館長、当代島公民館長、中央図書館長

４．議 題 浦安市文化政策基本方針骨子案について

５．議事の概要

（1） 開会

（2） 市長挨拶

(3） 浦安市文化政策基本方針骨子案について

浦安市文化政策基本方針骨子案について、各委員が意見を述べた後、意見交換を行

った。

（4） 閉会

５．会議経過

司 会： 定刻となりましたので、ただいまより平成30年度第１回浦安市総合教育会議を

開催いたします。

本会議は、浦安市総合教育会議設置要綱第６条に基づき、公開で行います。
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ここで、傍聴の皆様にご案内いたします。会議の傍聴に当たりましては、傍聴

券の裏面に記載してある遵守事項を守っていただきますよう、お願いいたします。

なお、本日、宮澤委員はご都合により欠席となっております。

第１回浦安市総合教育会議の開催に当たり、内田市長よりご挨拶がございます。

市長、よろしくお願いいたします。

市 長： 教育委員の皆様におかれましては、日ごろより本市の教育行政に多大なるご尽

力をいただきまして、ありがとうございます。

会議に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。

本市を取り巻く社会環境は、少子高齢化やグローバル化の進展など大きく変化

してきております。こうした中で、文化に関する政策につきましても、観光・教

育・福祉など、関連分野との連携を視野に入れた総合的な展開が求められており

ます。そのような状況を踏まえながら、市民の生活の質を高め、地域の活力向上

につなげるため、また、様々な分野を横串で刺す新たな文化の振興と地域づくり

を推進するために、浦安市文化政策基本方針の策定を現在進めております。

本日は、本方針の骨子案を皆様にお目通しいただきますので、委員の皆様から

は忌憚のないご意見を賜りたいと思っております。

それでは、よろしくお願いいたします。

司 会： それでは、本日の議事に入ります。ここからの議事進行は、内田市長にお願い

します。

市 長： それでは、議事に入ります。

本日の議題は、お手元に配付してありますように、浦安市文化政策基本方針骨

子案についてです。

議事の進め方については、初めに、この文化政策基本方針の所管となります市

民経済部地域振興課よりご説明させていただいた後に、委員の皆様から忌憚のな

いご意見等をいただく形で進めてまいりたいと思います。最初は順次発言してい

ただいて、その後は自由な意見交換をしたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。

それでは、市民経済部地域振興課より説明をお願いします。

地域振興課： まず、文化政策基本方針を策定する背景について説明いたします。

国では、平成29年度に改正された文化芸術基本法において、文化政策の方向性
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として、それまでの文化そのものの振興にとどまらず、観光、まちづくり、国際

交流、福祉、教育、産業、その他の関連分野と連携した施策を法の範囲に取り込

むことなどを掲げております。そして、同法に基づいて、文化芸術推進基本計画

を策定し、この理念や方針を具現化するための施策の推進を図っています。

本市においても、このような文化政策を取り巻く環境の変化に対応して、文化

政策をより一層まちづくりに生かすために、今年度、新たに基本方針を策定する

ものです。

これまでの検討経緯については、昨年８月に全課を対象とした文化に関する施

策事業実施状況調査や、関係する所属・団体・機関へのヒアリングを実施し、庁

内検討委員会及び作業部会、市民・有識者から構成される基本方針策定懇談会な

どで検討を進めてきました。

それらの検討を経て取りまとめたのが、お手元の資料１－１「浦安市文化政策

基本方針骨子案」です。ここからは資料に沿って説明いたします。

骨子案では、「方針における文化の捉え方」、「浦安市が目指す将来像」そし

て「将来像の実現に向けた方針」の３点について示しています。

１点目として、「方針における文化の捉え方」について、基本方針では、文化

を「芸術文化」、「市民文化」、「都市文化」の３つに整理しました。

まず、「芸術文化」は、人の感性に働きかけて感動や共感をもたらし、心の豊

かさを実感させてくれるものです。本方針における芸術文化の範囲は、文化芸術

基本法に例示されたものの他に、地域の祭礼、自治会のような地縁による団体が

行う祭り、地域振興を目的に近年行われるようになったイベント、そして、地域

に伝わる方言である浦安弁も含めることとしています。

次に、「市民文化」は、市民の自発的なまちづくり活動により醸成されてきた

コミュニティなど、市民生活全般にかかわる有形無形の活動の集積として生まれ

る成果です。

最後に、「都市文化」は、市内のテーマパーク、商業施設、鐵鋼団地、住宅地

などが織りなすまち並みなど、市・市民・事業者の連携によって生まれる成果で

あり、浦安市を特徴づけるものです。

これらの３つの文化のつながりについては、「芸術文化」を振興することによ

って、コミュニティなどの「市民文化」を高め、さらには、観光や福祉など他の
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分野にも文化を活用することで市民文化がさらに醸成され、新たな「都市文化」

を生み出していくと考えております。

２点目として、「浦安市が目指す将来像」について、本方針では、将来像を

「文化 × （創造＋交流） ＝ まち × （愛着＋魅力）」という数式で掲げてい

ます。この数式は、文化の創造と文化を活用した交流を促進することによって、

市民のまちへの愛着とまちの魅力を高めることを表しており、数式とすることに

より印象づけたいと考えています。

３点目として、「将来像の実現に向けた方針」については、５つの方針を示し

ています。

１つ目の方針は、「歴史・伝統文化を保存・継承します」というものです。

歴史・伝統文化は、市民やまちがこれまで創造してきたことの蓄積であり、価

値あるものとして大切にしていくことは、共通した考えであると思います。また、

まちの魅力として、観光や地域の振興に大きく寄与しています。

本市は、漁師まちだった頃に培われた有形・無形文化財や当時の生活資料、技

術なども郷土博物館で保存し、伝えています。

また、元町地域において、生活とともに受け継がれてきた食文化や浦安弁、４

年に一度開催する三社祭りなどについても、次代につなげる大切な伝統文化であ

ると考えています。

さらに、埋立事業を開始してから50年以上経過したことから、埋立地での開発

により飛躍的に発展してきた市の歴史についても、市民に伝えていくことが重要

だと考えております。

そのため、市民がまちの歴史と伝統文化への理解を深め、郷土愛を高められる

よう、歴史と伝統文化に触れる機会の提供、文化財の調査・保護、伝統芸能・技

能を伝えられる人材の育成や活用などを進め、歴史と伝統文化を保存・継承して

いきます。

２つ目の方針は、「市民が芸術文化を鑑賞・体験・創造・発表する機会を拡充

します」というものです。

芸術文化は、人々から創造され、育まれてきたものです。芸術文化を創造した

り、鑑賞などすることにより、人々に感動や喜びが生まれて、体験したり発表な

どすることにより、達成感も得ることができます。そして、それらを他の人と共
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感することによって、意思疎通を密なものとし、お互いの理解を深めるなど地域

社会の基盤が強固に形成されていくと考えます。また、芸術文化について、文化

庁では、人々に感動や生きる喜びをもたらして、人生を豊かにするものであると

同時に、社会全体を活性化する上で大きな力となるものであり、その役割は極め

て重要であるという考えが示されています。

市では、市民が芸術文化に身近に触れられるよう、文化施設や公民館等の施設

整備など鑑賞・体験・創造・発表するための環境づくりを進めてきました。また、

今後も推進していく必要があると考えています。

そのため、市民が心豊かな生活を送れるとともに、まちの魅力を高めていける

よう、芸術文化に関する情報の提供、青少年をはじめとした市民の芸術文化活動

への参加を促す取り組み、芸術文化活動を行う団体への支援を進めるなど、市民

が芸術文化を鑑賞・体験・創造・発表する機会を拡充していきます。

３つ目の方針は、「文化を観光、経済、福祉、地域振興などの他分野に活かし

ます」というものです。

国内外を問わず、文化を観光分野で活用して、地域経済の発展や地域振興に役

立てている事例が多くあります。また、福祉や医療分野においては、音楽や美術

などを活用して、絵画療法や音楽療法、心理劇などが行われています。

文化芸術推進基本計画において、文化芸術の社会的・経済的価値の意義として、

文化を人間が理想を実現していくための精神活動及びその成果として広く捉える

ことができ、人々の活力、創造力、社会成長の源泉、地域への愛着の深化、関連

ビジネスへの波及効果が期待できるとの考えが示されています。

市外からの来訪者が元町地域の歴史的建築物や郷土博物館を訪問したり、本市

の景観などを活用して、ドラマやＣＭの撮影が行われています。文化を他の分野

に生かすことにより、文化から生み出される価値をさらに高められると考えてお

ります。

そのため、まちの活力と魅力を高められるよう、漁師まちだった頃から受け継

がれてきた有形・無形の文化財、歴史や文化に根差したまち並みなどの本市の特

色を生かしながら、文化を観光、経済、福祉、地域振興などの他分野に活かして

いきます。

４つ目の方針は、「芸術文化を通じて誰もが共生できる環境を整えます」とい
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うものです。

文化芸術基本法において、文化芸術を創造し、享受することは人々の生まれな

がらの権利であるということや、国民がその年齢、障がいの有無、経済的な状況

又は居住する地域にかかわらず等しく、文化芸術の機会を享受することが基本理

念としてうたわれています。また、文化芸術は、人々が文化芸術の場に参加する

機会を通じて、多様な価値観を尊重し、他者との相互理解が進むという社会包摂

などの機能も有しているとされております。

また、本市でも、幼児から高齢者までの幅広い年齢層や障がい者などが芸術文

化を鑑賞・体験・創造・発表する環境づくりを進めてきました。

そのため、誰もが心豊かな生活を送れるとともに、社会の一員として活躍でき

るまちになるよう、年齢、障がいの有無、国籍の違いなどにかかわらず、芸術文

化を鑑賞・体験・創造・発表できる機会や、多様な立場の市民が交流することを

通して相互理解を深められる機会の創出に努めるなど、芸術文化を通じて誰もが

共生できる環境を整えていきます。

５つ目の方針は、「多様な主体の連携により豊かな文化を育みます」というも

のです。

本市ではこれまで、ふるさとづくりを推進する施策などを進めることにより、

郷土愛やコミュニティの醸成を図り、市民文化を高めてきました。また、まち並

みの整備と維持・保全するための取り組みをはじめ、市民と事業者の取り組みと

連携によって、都市文化の醸成も図ってきました。この方針で捉える文化である

芸術文化と市民文化、都市文化は、市や市民、事業者が単独で推進しているもの

ではないと考えております。

そのため、市民のまちへの愛着とまちの魅力を醸成し、誰もが「住み続けた

い」、「住んでみたい」と、より一層思えるまちに高めていけるよう、市・市

民・団体・事業者・関係機関などの多様な主体の連携により豊かな文化を育むと

ともに、まちの魅力を市内外に発信していきます。

説明は以上です。

市 長： 「浦安市が目指す将来像」について、私から補足説明させていただきます。当

初は、将来像を文章でまとめていましたが、文章量が多くなり、わかりづらくな

ってしまいました。
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そのため、子どもでもイメージをつかめるようにするため、あえて数式で表す

こととしました。これは、文化を創り出すという行動と、文化を活用してお互い

に行き交うという行動が結びついたときに、市民の中でまちに対しての愛着とま

ちの魅力が高まることを表しております。視覚的に訴えるという新たな試みです。

それでは委員の皆様からご意見をいただきたいと思います。初めに、鈴木教育

長からお願いします。

教 育 長： 「浦安市が目指す将来像」について、市長の補足説明がおもしろいと感じまし

た。「文化 × （創造＋交流） ＝ まち × （愛着＋魅力）」という数式は、

「文化掛ける創造」と「文化掛ける交流」を足し合わせると捉えることができま

す。また、「創造と交流を足して文化を掛ける」という捉え方もでき、人によっ

て異なる受け取り方をすることができます。

また、ここで用いられる「文化」、「創造」、「交流」、「まち」、「愛着」、

「魅力」という言葉についても、「将来像の実現に向けた方針」の中で多く使わ

れているため、わかりやすいと思いました。

最後に、「多様な主体の連携により豊かな文化を育みます」という方針につい

て、文化を育む上で情報を発信していくことも重要であることから、「まちの魅

力を発信します」という内容を加えるとよいと考えます。

市 長： 続きまして、川端委員、お願いします。

川端委員： 小学生や中学生が芸術文化に触れ合う機会は、あまりありません。そのため、

浦安市で芸術文化に取り組んでいる人たちが学校を通じて、子どもたちと交流す

る機会ができるとよいと思います。「子どもたちをはじめ市民が芸術文化を鑑

賞・体験・創造する事業の実施」という取り組みを推進していただきたいと思い

ます。

市 長： 続きまして、舘委員、お願いします。

舘 委 員： 文化の概念は広いため、何でも文化と捉えられてしまうように思います。

また、「平成の寺子屋」では、昔遊びは小学校１年生と幼稚園児を対象として

いますが、他の子どもたちに対しても、ご年配の方々、たとえばお茶やお花、書

道の先生などが持っている文化を学校の授業とは別の形で伝えていきたいと考え

ていました。

さらに、定年を迎えられた方や保護者の方が地域のボランティアとつながりを
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持ち、地域の子どもたちに対して、自分たちが持っている文化につながるような

知識を伝えることができたらとよいと思っています。

市 長： 続きまして、宮道委員、お願いします。

宮道委員： 浦安市のイメージについては、まちの歴史等を振り返ると、漁師まちから、デ

ィズニーランドがあるまちへと変化してきたと思います。現在は、浦安の特徴を

明らかにする時期にあると思っています。そうした中、この「浦安市が目指す将

来像」は非常にコンパクトでわかりやすいと思います。また、私は浦安市に対し

て国際的なまちというイメージを持っており、日本語だけではなくて、英語での

表記があってもよいと思いました。

また、歴史や伝統文化を、記録や映像としても残していくことは非常に重要な

ことであり、川端委員からご意見がありましたように、実際に学校現場でも紹介

できればよいと思っています。

市民文化については、市民が自ら参画していける機会はありますので、どのよ

うに醸成して、具体的にどう実現していくかが重要になります。市民大学校を活

用してネットワークを作り、まちづくりに関する情報なども共有しながら交流で

きればよいと思いました。

市 長： それでは、ここからは自由に意見交換をしたいと思います。

まず、文化の範囲について、火事が多かった浦安の伝統を残している夜間路上

禁煙運動など、浦安の風土で培ってきた市の施策についても、含めるべきかお聞

きしたいと思います。

舘 委 員： そのような夜警についても、浦安市の伝統を残す文化だと思います。

市 長： たしかに、伝統ではありますが、文化の概念を広げすぎると、総合計画よりも

広い範囲を対象とすることになってしまいます。芸術だけに特化するなど文化の

範囲を限定することも考えられます。

また、東日本大震災についても、都市の形成過程における一つの歴史であるこ

とから、どのように取り上げていくべきかご意見をお聞きしたいと思います。

教 育 長： 市民文化や都市文化は、対象範囲が広く、本方針以外の市の計画などで取り上

げられている分野も含まれています。ただし、文化の範囲を限定することは、難

しいと思います。

また、都市文化の捉え方について、「市・市民・事業者の連携によって浦安市
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を特徴づけるもの」と記載されていますが、どのようなものを考えているのでし

ょうか。

地域振興課： 主として考えているのは、「景観」です。

市 長： たとえば、市と事業者が連携して整備などをしてきた舞浜駅周辺の景観につい

ても、一つの文化になると考えています。

また、文化の対象として含めた方がよいものについて、ご意見をいただきたい

と思います。

舘 委 員： 昔の浦安は漁師まちで、海を生活基盤としていたことから、海に関する文化を

対象とすることが考えられます。また、海との触れ合いから文化が生まれるとよ

いと思っています。

市 長： 都市文化における海面埋立事業については、浦安市が高度経済成長期における

漁業者の犠牲の上に発展してきたことをきちんと伝えていく必要があります。

なお、海との触れ合いというのは今後の大切なテーマですが、そこまで文化の

範囲に含めると文化の概念が広くなりすぎてしまいます。たとえば、釣り桟橋や

昔の投網を文化として残したり、海辺でイベントなどの新しい取り組みをすれば

文化になるかもしれませんが、散歩して気持ちのいい海辺が文化と言えるかどう

か疑問に感じます。

また、先ほど高齢者と子どもが交流することにより文化を継承できるとよいと

のご意見をいただきました。公民館活動などを見ていると、そうした取り組みが

見受けられるのが将棋と囲碁です。教えるという感覚ではなく、一緒に楽しむと

いう感覚だから、交流できるのだと思います。

ただ、高齢者が若い世代に教えることは理想ではありますが、現実には少ない

状況にあると思います。その道に長けた人をどのように取り込んでいくのかを今

後考える必要があります。

宮道委員： 次世代との交流が、教育の中でできると、まちの文化が継承されていくと思い

ます。

川端委員： 教えることが好きな人もいれば、自分たちが楽しみたい人もいると思います。

市 長： 大人が楽しんでいるところに子どもも同じ条件で楽しむことができ、互いに交

流し合う仕組みができるとよいと思います。

教 育 長： 本来は教わるのではなく、見よう見まねで学んでいくことが自然だと思います。
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市 長： 「教えなければいけない」という考えは、いらないのではないかと思います。

楽しそうであれば、大人がやっているところに子どもは加わっていきます。

舘 委 員： 子どもを受け入れるオープンな環境づくりをすることが大切です。

市 長： 公民館活動を見ていると、自分たちの水準まで達していない人たちに対して、

あまり開放的ではないように感じられます。陶芸や絵画をしているところに子ど

もが来ると、自分が取り組む時間が少なくなるためかもしれません。

教 育 長： 能力に差があると受け入れがあまり進みませんが、見よう見まねで学んで楽し

める環境があればよいと思います。また、つまらなかったら、やめることもでき

ます。

川端委員： 学校とは異なり、子どもたちに教える義務もないため、交流を進めるためには、

そのような環境づくりが大切だと思います。

市 長： 浦安のお酒楽踊りは、参加者の高齢化が進んでいますが、県の無形文化財に指

定されており、継承していく必要があります。

宮道委員： ほとんどの市民は、浦安の伝統芸能の活動を知らないと思います。元町地域の

人たちにとっては、古くからやっていることですが、転入してきた人たちは、市

の歴史についての知識が少ないと感じます。本市の文化を継承する人を増やすた

めに、文化を知る機会を拡充することが重要です。

教 育 長： 歴史や文化に関する知識は、転入してきた人に限らず、長く浦安市に住んでい

る人であっても、多くありません。

市 長： 元町地域で生まれ育った30歳位の人よりも、中町・新町地域に長年住んでいる

人の方が浦安のことをよく知っていたりもします。

宮道委員： 市内に住む浦安のことをよく知っている人たちがまちづくりに意識を向けるこ

とが増えるとよいと思います。また、浦安の特徴を踏まえて、核となるものを生

かしながら次世代へ継承していくことが必要だと思います。

市 長： 最近、「こっそり」したまちにしていくのもよいと考えることがあります。視

点を市外ではなく、市内へ向けて、市民の方々の満足度を高める時期に来ている

と思うときがあります。知る人ぞ知る、「住んでみないとよさがわからないまち、

浦安」という考え方もできるのではないかと思います。

舘 委 員： 訪問者の多い東京ディズニーリゾートが市内にあることから、視点が市外へ向

いているように感じられます。
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市 長： 現在の基本構想の策定にあたり、将来浦安市がどのようなまちになるか、市内

の子どもたちから作文と絵画を募集したとき、150人を上回る応募がある中でデ

ィズニーランドをイメージした子どもはほとんどいませんでした。ディズニーラ

ンドを生活圏とは考えていないようです。東京タワーや東京スカイツリーの近く

に住んでいる人が毎日、上まで登らないことと同じようなことだと感じます。

舘 委 員： 市民にとっては、近くにありながらも、遠くにある別世界のように感じている

のかもしれません。

市 長： 先ほどご意見をいただいた「まちの魅力を発信する」ことを方針に加えること

について、検討させていただきます。

教 育 長： 骨子案は、関連する分野を網羅していると思います。また、文化に触れる環境

整備や機会の拡充、まちの魅力の発信、文化の継承などが幅広く方針として示さ

れていると思います。

市 長： 本日のご意見を参考にしながら、方針の策定を進めたいと思っております。ま

た、この会議の後でも、気づいたことがありましたら、ご教示いただければと思

います。

最後に、事務局から連絡事項などをお願いします。

事 務 局： 平成30年度の総合教育会議は、来月にもう１回開催を予定していますので、よ

ろしくお願いします。

市 長： 新年を迎えまして、今年は５月に新天皇の即位や元号の改正が行われます。ま

た、幼児教育の無償化が開始されるなど社会経済情勢の変化や、学校のいじめ問

題など課題も様々ありますので、引き続き教育委員の皆様におかれましては、浦

安市政に対するご助言をお願い申し上げます。

これにて平成30年度第１回総合教育会議を閉会いたします。長時間にわたりま

して、ありがとうございました。

午後５時閉会


