
平成２６年度　第１回社会教育委員会議　議事録

日時：平成２６年６月２３日（月）　１０：００～１２：０５

場所：市役所こども保育課２階会議室

出席者：江﨑委員長、窪副委員長、鈴木委員、市川委員、吉田委員、仲田委員、江口委員、猿田

委員、西岡委員、古川委員、木戸委員、岡部委員、多田委員（１３名）

事務局：高橋教育長、高野部長、竹内課長、渋谷ＧＬ、真田ＧＬ、高石主査補

欠席者：原名委員、坂東委員（２名）

（課長）それでは、皆さんお揃いになりましたので、時間前ですが始めさせていただきたいと思いま

す。

　　　　それでは、これより平成２６年度社会教育委員会議を開会いたします。なお、学校教育関係

委員に変更がございましたので、今年度から市川正夫校長に委員になっていただくこと

になりました。始めに高橋教育長から委嘱状の交付をさせていただきます。

（教育長）委嘱状、市川正夫様。四街道市社会教育委員に委嘱します。委嘱期間平成２６年４月２

５日より平成２７年５月３１日まで。平成２６年４月２５日四街道市教育委員、どうぞよろしく

お願いします。

（市川委員）頑張ります。よろしくお願いいたします。

（課長）それでは、最初に四街道市社会教育委員設置条例第５条第２項に規定しております過半

数の出席がございますので、本日の会議が成立いたしますことを申し上げます。続きまし

て江﨑委員長より挨拶をいただきたいと存じます。

（委員長）みなさん、おはようございます。梅雨のうっとうしい、また御多用の中、ご出席

いただきありがとうございます。先だって国会で地方教育行政法が改正されまし

た。聞くところによると、教育委員会制度が大きく変わったのが６０年振りとい

うことです。首長、つまり四街道市で言うと市長ですが、その市長と教育長の連

携がかなり強くなって、教育長が最終的な教育委員会の責任者ということになり

ました。この改正については、今でも賛否両論がありますが、社会教育の立場か

ら申し上げれば、縦の行政というものに横の連携ができるという意味では、学校

教育と市の行政などが密接につながる中で、社会教育を進めていく、そういうこ



とが可能になってくるのではないかと期待する面も多々あると思うところです。

本日は、社会教育関係事業報告、それから２６年度事業についての進捗状況につ

いてよろしくご協議をお願いします。

（課長）どうもありがとうございました。続きまして高橋教育長よりご挨拶をお願いいたします。

（教育長）どうもみなさん、おはようございます。本日は御多用のところ、ご出席いただきまして、まこ

とにありがとうございます。一年前に新たな社会教育委員で新たな体制をスタートし、昨

年は４回ご審議をたまわったものです。この社会教育委員会議、今年度また、市川正夫

委員を迎えまして、引き続きご審議のほどよろしくお願いいたします。今、江﨑委員長さ

んからお話しがありましたように、教育委員会制度が大きく変わるため、それこそ賛否両

論ありますけども、私もまったく同じ意見で、このことによって教育委員会と市長部局と連

携が深くなるんじゃないかと。同じ共通理解のもとで、教育行政が進められるんじゃない

かと私自身期待しているところでございます。ただ私は今の制度でいくと旧教育長でござ

いまして、新教育長は旧教育長の任期終了後ということで、あと私は２年半ありまして、そ

の間に新教育長の体制、たとえば総合教育会議や教育予算であるとかですね、作り上

げる準備をしていきたいと。みなさん、ご存知のことと思いますけども、社会教育といいま

すと学校教育以外で行われる青少年を対象とした教育活動でございますけども、そのよ

うなことから学校におけるような学習指導要綱のような基準もございませんし、非常に守

備範囲は広く、広くしようと思えばいくらでも広くなるようなそういう教育分野ではないかな

というふうに思います。このような中で本市においては子育て学習講座や放課後子ども

教室、青少年体験活動など、さまざまな事業を展開しているところでございます。これらの

社会教育施策そのものが四街道市の特色になっているんじゃないかと思っております。

世の中常に変化をしておりますし、少子高齢化が進んでいるといわれますけども、本市に

おいては少子高齢化が進んでいる地区と、それとはまったく逆に若い世代が入って子ど

もの数がどんどん増えている地区、両方まばらな状況でまだらになっていると、均一では

ありません。ある地区は子どもがどんどん増えて、教室も足りなくなるような状態になって

います。その中で、社会教育施策もですね地域の実情やそういう時代の流れに合わせて

いくものなのかなというふうに思います。このように地域の実情を把握し、地域に即した施

策を展開していかなくてはならない社会教育の根本はこの社会教育委員会議でご助言

等をたまわりながらすすめていくものと考えております。どうか委員のみなさんにおかれま

してはいろいろな概念等にこだわらず忌憚なき発言をしていただき、ご助言いただけれ

ば大変ありがたいと思います。四街道に合った社会教育施策ができるようご助言を賜りた



くお願い申し上げます。まとまりませんけども私からの挨拶とさせていただきます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

（課長）どうもありがとうございました。教育長におかれましてはこの後、他の公務がございますことか

ら、ここで退席させていただきます。どうもありがとうございました。続きまして４月に人事異

動がありましたので、職員の紹介をさせていただきます。始めに教育部長の高野でござ

います。

（部長）よろしくお願いいたします。

（課長）次に事務局の職員を紹介させていただきます。社会教育課学習振興グループリーダーの

真田でございます。

（真田）真田でございます。よろしくお願いいたします。

（課長）学習振興グループの高石でございます。

（高石）はい。高石でございます。よろしくお願いいたします。

（課長）文化振興グループ、文化財グループのリーダーを兼務しております渋谷でございます。

（渋谷）渋谷と申します。よろしくお願いします。

（課長）私は社会教育課長の竹内でございます。よろしくお願いいたします。それではこれ以降の

進行につきましては、慣例によりまして江﨑委員長にお願いしたいと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。

（委員長）それでは次第にしたがいまして、進めさせていただきます。会議の公開につきましてお諮

りいたします。本日の議題ならびに資料をみますと特に非公開とする必要はないのでは

ないのかと思われます。もともと原則公開となっておりますので、公開したいと考えますが

いかがでしょうか。

（一同）異議なし

（委員長）では、公開とさせていただきます。続きまして会議録の作成についてですが、今まで通り、

委員長・副委員長を除いて資料、本日の資料の一番最後の資料に、７１ページ、ここに

委員名簿が並んでおりますが、この順番にお二方ずつお願いしてきています。ということ

で今年度もそのような形でやらせていただきますがいかがでしょうか。では昨年と同様に

お二方ずつお願いするということにいたします。では、本日の会議録の作成にあたる、作

成の署名人ですけれども、前回は順番で、原名委員と古川委員にお願いしたと思います

ので、今回は順番にいきますと、木戸委員と岡部委員にお願いしたいと考えます。よろし

いでしょうか。恐れ入ります、よろしくお願いいたします。では先ほど会議の公開について

ご承認いただきましたので、傍聴者はいかがですか。いらっしゃいますか。



（真田）１名。

（委員長）では、入室いただいて。はい、それでは次に報告をさせていただきます。

　　　　（資料に基づき委員長報告）

　　　　　ちょっと時間をとってしまいまして申し訳ございません。その他で委員の方から、報告等ご

ざいますか。よろしいですか。またその他で、何かございましたらお願いしたいと思います。

では議題に入ります。まず（１）平成２５年度の事業報告につきまして事務局に説明をお

願いします。２５年度も２６年度も事業、関連しているところもございますので、併せて説明

をいただきまして、ご意見を頂戴したいと思います。よろしくお願いします。では、事務局

から説明をお願いします。

（真田）学習振興グループリーダーの真田裕之といいます。よろしくお願いします。まずは例年資料

をですね事前にお配りさせていただいているようなんですが、ちょっと私そのことに気づ

かず、本日になってしまいましたことをお詫び申し上げます。その分丁寧にご説明させて

いただきますので、ご容赦ください。

　　　　（資料に基づき議題の説明）

（委員長）説明、詳しくありがとうございました。では質問・ご意見をいただくんですが、その前に確

認したいことがあるんですが、今年度の社会教育関係事業の１ページ、資料ＮＯ１ですが、

その社会教育活性化事業の中で、全国社会教育研究大会１１月の２０・２１日鎌倉市って

書いてあるんですが、これは関東甲信越静です。

（真田）申し訳ございません。

（委員長）関東甲信越と静岡を含めた大会です。全国は私が最初に説明した１０月の２２日から２４

日、徳島市で全国はあります。ですからここは関東甲信越静に訂正をお願いします。

（副委員長）私、通学合宿、体験学習に参加させていただいてたんですけども、１回目の２５年度の、

あゆみの２９ページを見ていただいて１０月の６日から８日の時は、南小と八木原小と書い

てあるんですけども、南小だけの開催だったんです。なので、それを受けて今年度のこち

らの作っていただいた資料の５９ページに、千代田公民館を対象に今回は八木原小と南

小を今回加えて５・６年生を対象にということで、行うことにしています。

（真田）申し訳ございません。南小だけということなんで、あゆみの方の２９ページ、項番１２、実施日

１０月６日から８日の方なんですが、会場千代田公民館、参加者は八木原小を削除、お

願いします。

（委員長）他にもし気が付いたところ、訂正我あればお願いします。

（吉田委員）人数わかんない？



（副委員長）予定していたのは１８人だったんですけど、ちょっと４・５年生の体験という形で、みんな

経験させてあげようということで、前回は１８名だったんですけど、余計にとって２１名にし

たので、事業報告はそうです。今回は１８名という形で出しております。

（委員長）よろしいですか。他に訂正とか。

（西岡委員）すみません。ちょっと日程だけなんですけど、６ページ。

（委員長）２６年度の６ページ。文化振興グループの４月から８月。

（西岡委員）５月の２８日、印旛郡芸術文化団体連絡協議会小会とございますけども、これは２３日

金曜日。

（委員長）今年度の２６年度の資料ＮＯの１番。６ページですね。文化振興グループの４月から８月

の行事日程の５月２８日に３つ行事が入っていますが、その３番目、印旛郡の芸術文化

団体の小会ですが、これは２３日に訂正をお願いいたします。

（真田）申し訳ございません。

（委員長）他、ございますか。後ほど気が付きましたら、またお願いいたします。では今日は一括し

て２５年度・２６年度ご説明をいただきましたが、ご質問・ご意見ございますか。

（吉田委員）かなり膨大な量で、これだけたくさんの分野をやるにあたって２５年度やってみてです

ね、概ね円滑にいったと捉えてますか。

（真田）このあゆみというのはですね、私もこの４月に来てＢ５版の時からずっととってあるんですね。

私もこれ２４・２５年度見させていただいたんですが、比較的イベントものとかが多くてです

ね、特に問題になったというか、私は当時こちらの部局ではありませんでしたけれども、問

題になったという話は聞いておりませんので、概ね成功と捉えてよろしいかと思います。

（吉田委員）そういうことで、先ほどいったように基本的には２５年度と同じような事業をやってくんで

すよね。

（真田）そうでですよね。内容を変えるというのは、それぞれ実行委員会等々で検討の余地もあるか

とは思うんですが、なかなかイベント自体を変えるというのは難しいかなと思います。

（吉田委員）大変でした。

（猿田委員）よろしいですか。

（委員長）はい。

（猿田委員）全体像が。膨大な資料を毎年お作りいただいて、感謝申し上げたいと思うんですけど

も、全体像となると個々のお話しがでないので、研修会に関して、簡単に感想を述べた

いと思います。ひとつは窪さんが発表した例の幕張でやったときの研修会だったんです

けども、窪さんの発表とっても良かったんですけども、古川さんとか田島さんとか一緒にス



テージの端にいて、３人で協力する形で発表したのはとっても良かったというふうに思っ

ています。なんか一人の発表ということだったんだけども、四街道は社教全体が動いてる

ぞみたいにとれてとても好感をもてました。今年鎌倉で発表がありますので、更にがん

ばっていただければということがあります。もうひとつですけれども、２月の大雪の中での

印旛郡市の研修会がありまして、星さんという方が講師できて、これとても感動して、まだ

まだ復興が十分じゃないとおもっておりましたので、この話も大変感動して、では我々は

何ができるんだろうかという観点からとてもいいお話しだったと思っております。個人的に

後ほど星さんと関連をつけてもらって、私実は全国のレクリエーション大会が福島県であ

るものですから、レクリエーションでは復興で何ができるかというテーマで検証するかとい

うことで、星さんも含めて３人の方がパネルディスカッションを計画して私が担当するんで

すけども、計画をさせてもらっているという、この二つの研修が良かったということで報告さ

せていただきたい。感想なんですけども。

（委員長）ありがとうございます。ただいまのような感想でももちろん構いません。他にありますか。

（江口委員）この資料のですね。６８ページでちょっと１点、市民大学講座の一般過程がここ数年改

定されてきてて、とてもいい方向じゃないかと思っているんですが、Ｂコースですね、あな

たの力が必要です。地域づくり実践編というところの講座が予定されていますけれども、

この中でですね、特に１２と１３、それから１４、これらについてですね、他市の事例発表っ

てございますよね、もう少し市内の高齢者団体、子育ての団体、いっぱい事例があるは

ずなのに、どうして他市なのか、これちょっと疑問です。これに参加された古川さんにして

もですね、市内で活動されている人がいっぱいいるわけですから、この辺をどうして出さ

ないのか、その辺がちょっと疑問なんで、もし今後計画をされることがあったら、是非その

辺を考えていただきたいというふうに思います。

（真田）実行委員会の方にもご意見お伝えしておきますので。

（課長）こちらの内容につきましては、資料の右にありますが、講師の先生が予定しておりまして、こ

ちらの講師の先生と打ち合わせをしながら、具体的な内容を決めさせていただきたいと

考えております。

（委員長）今年度は計画案で進めるとして、来年以降は要望ということで考えるということでよろしい

ですか。

（課長）はい。

（副委員長）私も、この市民大学講座は去年とここが違いますよね。今までは全部講座を通して、本

当に講座を受けた人達だけ、その人達をどうやって活かすかというところがなされてなく



て、今回こういう形で出しますよってことでしたね。なので企画的にはすごいいい企画だ

なと思って見させていただいたんですけども、やっぱり見た時にどうしてコーディネーター

が選ばれたのかなと、そこら辺がちょっとわからないんですけど、講師の先生ってもう決め

られていらっしゃるということで、私も思うのはやっぱり他市の事例、本当に身近でやっぱ

り、あなただってできるよって身近にこんな人がいるよっていうところを、今まで大学講座

受けた方が入れていただいた方が、私だってできるなっていうのが、受けた方々がね、で

きるんじゃないかなと思うんで、私も先ほどと同じ意見で、四街道市をしっかりと押さえた

形を出してもらったらいいかなって思います。

（課長）はい、わかりました。

（委員長）他にございますか。資料が膨大なんで。関連付けて考えるのも大変かと思いますけれど

も。

（副委員長）後で話があるかなって思うんですけども、この印旛郡での社会教育大会での発表と一

番初めの社会教育活性化事業の発表で、私が発表させていただくっていうふうになって

いるんですけど、先ほど猿田先生がおっしゃったようにこれを立ち上げたのはこの社会教

育委員の女子会のメンバーで立ち上がった事業ですので、みなさんのちからをこの社会

教育委員のみなさんの力を借りて、会員になっていただいたり、助成金をいただいたりし

てニコニコ文庫が開催されたということですので、私一人ではなくてみなさん方の力で

やっているということだけは自覚していただいて、発表の時はみんなで検討しあって誰が

発表するかっていうことで話し合っていきたいって思っております。先ほどに付け加えて。

以上です。

（古川委員）資料がかなり多くてですね、出張講座っていうのを、私も前から文化財や歴史などの

出前講座を学校の方でしていただくっていうのがあったらいいなって思ってたんですが、

実際に民具出張授業というのをされていて、公民館の講座に自分が出向くのではなくて、

文化財の担当の方が学校の方に出向いていただくってすごく素晴らしいなって思いまし

た。文化財はいろいろな企画がございますが、やはり四街道の自然環境っていうのも文

化財と同じように保全していくものだと思うので、ちょっとこの社会教育の中で自然環境が

合致するのかわかりませんけども、文化財の保全と同じように市内の水のことについてい

も問題になっていますので、環境の保全ということについても子供たちになにか情報とし

て届けてもらうような仕組みができればいいなと思います。もうひとつはこれも感想なんで

すけども、私いつも青少年相談員の活動が気になるところなんですけども、今年もつなひ

きやユニカールということで参加者を集めて、小学生を中心に事業が行われていると思



います。今年度からわろうべの里も夜まで一般開放されていたり、公民館も月曜の開催

が増えてきています。そういうフリーのスペースで青少年相談員の方が何らかの場を設け

て中高生が自由に話せる場とか悩みが相談できる場というのが、本当に青少年の育成に

かかわるような場作りが、今後されていくといいなと思います。感想です。

（江口委員）それに関連してちょっと。青少年センターの２階に青少年の居場所を開設したって聞

いたんですけども、そのことについてこれがないので、その状況をお聞かせいただけれ

ばと思うんですが。

（課長）青少年育成センターでやっている事業なんですが、事前に確認してきませんでしたので、

詳しい内容についてはここではちょっと。

（江口委員）私はちょっと情報がないので、申し訳ないんですが、開設した意図とか利用状況だと

か、そういう具体的なことがわからないので、重要なことなんじゃなないかとおもいますの

で、もう少しわかりましたら、詳しいことをお知らせいただけるとありがたいなと。よろしくお

願いします。

（課長）はい。

（部長）具体的な資料はないんですけども、報告を受けてます活用、子ども達が来る頻度といいま

すか活用が増えてると聞いてます。居場所のひとつになっておりますので。

（吉田委員）こう見てたらね。６５ページ。子どもカイコ教室に参加しませんか。これ群馬県の富岡製

糸場が世界遺産に登録されて、それと関連しているのか、関連させたら面白いんじゃな

いか、見てて思ったんですけどももしこれをやるんだったら、そんな話も含めて、視野に

入れてより広がりがあっていいんじゃないかと、ちょっと感想ですけども。せっかくいい、タ

イムリーなんでね。見てました。

（真田）ありがとうございます。

（委員長）他にございますか。なければ議題を進めます。では議事の８番に移ります。その他という

ことで、事務局から説明をお願いします。

（真田）（（１）青少年健全育成推進大会。（２）印旛郡市社会っ教育進行大会の説明）

（委員長）（１）と（２）のふたつにつきまして何かご質問ありますか。７月の５日（育成推進大会）と８月

の９日（印旛郡市社会教育振興大会）。また事例提案があるんですけども、よろしいです

か。

（猿田委員）よろしいですか。窪さんがするっていうのは大賛成なんですけども、内容的にはですね、

前回と全く同じってわけにはいかないんじゃないのって思うんですよね。県大会で発表し

てその内容を元にして鎌倉でやっていただくわけですよね。今度は印旛郡市ってことで



すよね、いってみれば。これが逆だったら印旛が先で県で関東なら問題ないと思うんで

すけども、規模が逆になっているというのもあるので、窪先生が発表されるのは大賛成な

んですけども、内容も四街道市社会教育に関することで、テーマを少しあれしていただい

た方がいいのかなって。わかりきったことかもしれないけども。いかがでしょうか。

（真田）ごめんなさい。私その県の発表のこと把握してなくて。前回その発表されてからまた動きもあ

るでしょうから、その辺加えていただきまして、鎌倉のリハーサルというわけではないんで

すけども、やっていただければ、お願いできればと思います。

（委員長）前回と全く同じというわけにはいかないと思います。おまかせしてよろしいですか。

（副委員長）はい。どこを主体にそちらの方が出してもらいたいのかっていうのをお聞きして、そこの

ところを流用していって発表できるようにできたらいいなって思ってます。内容はちょっと

事例発表の、何を伝えたらいいのか。

（課長）はい、わかりました。

（委員長）細かいところは検討いただくということで。特に（１）（２）につきましてよろしいですか。では

続けていきます。

（真田）（（３）今年度のスケジュールについての説明。）

（委員長）次回の予定ということで。この調整はどういうふうに。

（真田）会議室を見ましてですね、予定が入れられましたららまたメール、お電話等々で、まずはご

連絡させていただきまして、議題が決まりましたら今回と同じように後ほど通知をお送りさ

せていただければと思います。

（委員長）わかりました。この場で都合の悪い日をお聞かせいただいた方が。

（委員）（２１日が都合悪いという意見が複数あり）

（真田）わかりました。２２日午前中、２５・２６の３日間で会議室探してみますので、決まり次第。あら

かじめ全部抑えちゃうかけにもいかないんで。

（委員長）２５・２６あたりで。

（真田）わかりました。会議室探します。

（委員長）じゃ、２５・２６ということで。２日間あけておいてください。できるだけ早めにご連絡を。

（真田）わかりました。

（委員長）スケジュールについてよろしいですか。

（真田）ごめんなさい。（３）のところで会場なんですが、こちらと第二庁舎、委員のみなさんてどちら

がご都合がよろしいですか。どちらでもよろしいですか。

（委員長）どうなんですかね。車の運転の方は駐車場小さいですけども。でも今日、こっちも混んで



て何とも言えないですけども。

（真田）どちらでもよければ第二庁舎を優先させていただいて。

（委員長）おまかせいたします。では次（４）。

（課長）（指定管理の状況についての説明）

（委員長）はい。時間も迫っております。何かご質問りますか。

（江口委員）どの公民館もですね、主催事業が前年から減って、それから指定管理者になったとい

うこともあるんでしょうが、未登録利用者の数が増えていますよね。これ私はですね、登録

団体、登録サークルがですね、すごく専門的に使っているみたいな、そういう印象だった

のですが、未登録団体が増えたということはとてもいいことなんじゃないかなというのが印

象としてあります。それと文化センターもそうなんですけども、先ほどお話がありましたけど

も、月曜日の開館がですね、増えてきたということなんかも、指定管理者になって有効な

結果なんじゃないかなと思ってます。感想です。

（課長）未登録の方が増えたのは、全部じゃないんですが、四街道公民館が１１月から耐震等の工

事で使えなくなりまして、四街道公民館で登録してた団体を、千代田・旭で優先的にある

程度使っていただいたというのも少し影響してる。

（委員長）他にございますか。

（古川委員）寺子屋事業なんですけども、参加してくれる高校生・大学生の人数がすごく増えてまし

て、やはり子供たちが学ぶだけではなくてそこに関わる中高生の子どもたちの学びの場

であると思います。４つの高校の校長先生方もちょっと気になる子に声かけをしてくださっ

て、こういう場が中高生の居場所っていいますか学びの場になっているなって思います。

昨年度社会教育課の方に是非市内の大学生の方を紹介して欲しいっていうことで成人

式の実行委員の人を紹介していただいたんですけど、その子が今中心となって次の代に

つなげていこうっていうことで頑張ってくれてますので、協力していただいて、成人式の実

行委員の大学生を紹介していただいて、それがこの寺子屋の拡大のひとつの要因に

なっているかなと思っています。

（委員長）では事務局から説明があったことの他に何かございますか。事務局から何かありますか。

（課長）本日お配りいたしましたお手元の絵ハガキがあると思いますが、こちら文化財の関係でちょ

うど年度末になってしまったんですが、２５年度に作成しましたので、本日委員のみなさ

んにお配りさせていただきました。こちら下志津名所ということで、昔発行された絵ハガキ

の復刻版です。こちらのうち１枚は書いてありますが、今の四街道公民館の脇にある門。

４枚のうち１枚は現在、四街道公民館の門です。右下の方に現在四街道公民館って書



いてありますので。あとの３枚が当時の絵ハガキを復刻したものです。以上です。

（委員長）他にございますか。

（江口委員）すみません。９月２１日にみそらの集会場でフォーラムを開きます。それと来年になりま

すが、２月１５日に、去年は大日小学校でフェスティバルをやったんですが、今年は会場

を変えてみそら小学校でやるということで、今、とも築くに未来を開く会で準備を進めてい

ます。みそら自治会等の人たちも積極的に関わってくださって、一応周知みたいな内容

を作りました。これ裏側の方の人材公募についてはまだ案でございますので、これで決

定したということではございません。実は今日も６時半からみそら自治会館で実行委員会

を開くんですが、そこへの提案の資料です。今日たまたまこの社会教育委員会がござい

ましたので、お持ちしました。こういう形で市内３０数団体が結集して今準備を進めていま

すので、みなさんご理解ください。お願いします。以上です。

（委員長）ありがとうございました。他によろしいですか。ちょっと時間を過ぎてしまいました。長時間

にわたりましてご審議いただきましてありがとうございました。第１回の社会教育委員会議

を終了いたします。ありがとうございました。


