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平成２７年度 第１回社会教育委員会議 会議録 
 

           日 時：平成２７年６月２３日（火） ９：３０～１２：００ 

      場 所：市役所第二庁舎第２会議室 

 

出席者 委員 江﨑俊夫 委員 窪ケイ子 委員  小川治秀 委員 市川正夫 委員 

          吉田英夫 委員 仲田朋子 委員  吉田義明 委員 沖雅子委員 

       森邦子 委員  猿田重昭 委員  西岡とし子 委員  原名由里子 委員 

           木戸幸子 委員  多田謹次 委員  坂東佶司 委員 

 

      事務局  教育長 髙橋信彦  教育部長 豊田充  社会教育課長 金親信治 

       副主幹 池田千代子 副主幹 齋藤毅  主査 中嶋和彦   

       社会教育主事 田島衣織 

    

   傍聴人 1人 

 

 

― 会 議 次 第 ― 

 

 １ 開   会 

 ２ 委嘱状交付 

 ３ 教育長挨拶 

 ４ 委員及び職員の紹介 

 ５ 委員長及び副委員長の選出 

 ６ 会議の公開等について 

   ① 会議の公開 

   ② 会議録の作成 

   ③ 会議録署名人 

   ④ 委員名簿の公表 

 ７ 議   題 

  （１）平成２６年度社会教育関係事業報告について 

  （２）平成２７年度社会教育関係事業と進捗状況について 

 ８ 報 告 事 項 

  （１）第３７回四街道市青少年健全育成推進大会について 

  （２）平成２７年度印旛郡市社会教育振興大会について 

  （３）平成２７年度社会教育委員会議スケジュールについて 

  （４）指定管理の状況について(Ｈ２６年度事業報告・Ｈ２７年度事業計画)  

 ９ そ の 他 

１０ 閉   会 
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１ 開会 

２ 委嘱状交付 

３ 教育長挨拶  ― 教育長挨拶 ― 

 

４ 委員及び 

  職員の紹介  １）出席委員紹介 ２）出席職員紹介 

 

５ 委員長及び   

  副委員長の  江崎俊夫委員に委員長を、窪ケイ子委員に副委員長を引き続きお      

  選出    願いすることで、全員一致。 

 

         ― 江崎委員長挨拶 ― 

 

         ― 窪副委員長挨拶 ― 

 

６ 会議の公開 ①会議の公開・非公開については公開とする。 

  等について ②会議録の作成については発言者の氏名を明記し、要点筆記とする。 

        ③会議録署名人については委員長を除いて名簿順に２名を署名人と 

        する。 

        ④委員名簿は公表する。 

         以上について承認される。   

 

７ 議 題 

   江﨑委員長 （１）平成２６年度社会教育課関係事業報告 

         （２）平成２７年度社会教育課関係事業と進捗状況 

            について、担当グループごとに説明をお願いし、一括して 

            質疑を賜りたいと思います。 

    

 

 

  事務局(池田） ― 学習振興グループの説明 ― 

   

  事務局(齋藤） ― 文化振興グループの説明 ― 

 

  質 疑 

   江﨑委員長 それでは、２６年度事業報告と、２７年度事業の途中経過につき 

        ましてご説明を頂きました。ご質問、ご意見ございましたらお願い 

          します。 

 

 

   吉田英委員 ２６年度事業をやってみてそこから何等か課題があって、それを 

        ２７年度事業での改善とか工夫しているなど基本的な考え方があり 

        ましたらお聞かせ願います。 
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   事務局(課長)  教育委員会の全体としまして事務の点検評価を毎年度行ってお 

        ります。ご承知かと思いますが、前年度の事業の出納閉鎖が５月 

        末日となっております。その中で４月から教育委員会事務の点検 

        評価報告作成し８月までに終了いたします。 公表出来るか確認 

        します。 

   

  事務局(部長) 公表出来ます。 

 

  事務局(課長) はい、公表出来ますので、こちらについては皆さんにお示しし 

        ます。それが一点と、毎年行なう事業の課題と評価を各事業ごと 

        に出しておりますので、これもお示ししたいと考えております。 

 

   事務局(教育長) 何点か大きなものがありまして一つは文化団体に対する補助の 

        見直しを行ないました。今までは申請があれば全て受けていたの 

        ですが、市内限定と致しました。他には子育て講座ですが、今年 

        度予算が付きませんで、小中学校の説明会等で講師を呼んで保護 

        者の講演を行なっていたのですが、近隣市町と比べても四街道市 

        だけその補助が付いていましたが、市の財政も厳しく、今年度か 

        らは無料の子育ての参考になるような講師をみつけて対応してお 

        ります。もう一つは市民大学講座が、昨年度は６８名で それま 

        では８０名の定員をオーバーする人気だったのですが、ひとつの 

        要因としては授業料を上げたこと、後半の講義を２つのルートに 

        分けて１つは市民ボランティアの育成コースを新たに設けたので 

        すが、今年度は実行委員と担当でよく検討して四街道市の歴史と 

        四街道市の人材を育てる２本立てで一つにし、募集しましたとこ 

        ろ８０名の定員のところ１２０名の応募がありました。  

        実際の参加者は１０１名でした。私の記憶ではその３つです。 

 

  事務局(課長) 委員長、市民大学講座の前年度の内容と本年度について、担当 

        の方から補足説明をします。 

 

   江﨑委員長 はい。お願いします。 

 

  事務局(田島) 市民大学講座を担当している田島です。簡単に説明しますと、 

        昨年度参加者が６８名と少なかった原因は受講料が３０００円 

        から６０００円に上げたことです。積算根拠は資料代、講師代、 

        場所代、本人の受益負担にかかわる金額で算定したところ一人 

        当たり６０００円となりました。去年受講者が少なかった理由 

        は最後の５講座に座学と実践編と両方のコースを設けたのです 

        が、後に運営委員さんや、受講生のアンケートより、コースを 

        選ばなければならないということに抵抗があったという結果よ 

        り要因かと思います。新年度では運営委員さんと協議をし、柱 

        として郷土学習で古代、近現代までの講座を企画し、郷土愛を 

        はぐくみ、実践としてボランティア文化財市史、四街道の街づ 
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        くり貢献できる内容を組み入れ１５講座に構成したところ１２０ 

        名の応募となりました。以上が人数変化の要因かと思います。 

 

  吉田(英)委員 ８月頃に公表されるということですね。 

 

  事務局(課長) はい。第３回の会議では点検評価を公表できます。 

 

  吉田(英)委員 前年度の事業評価が８月に公表ということは２７年度の事業に 

        生かすまでの時間がないということですか。 

 

  事務局(課長) はい。前年度の点検報告が８月で、新年度はスタートしており 

        ますので、それを次年度にという意味では充分参考にさせて頂き 

        たいと考えております。 

  吉田(英)委員 そういった行政の姿勢は大事だと思います。ご苦労様です。 

 

  事務局(部長) 次年度すぐには評価結果を反映させることは難しいです。 

 

 事務局(教育長) 確かに点検評価は８月に公開されるんですけど、それぞれの事 

                業についてはその都度検討して事業が終ると反省、改善しており 

                ますので、そういう意味では２６年度の改善につきましては２7 

                年度で行なわれております。公的な評価となるとそういうことに 

               になります。 

 

  吉田(英)委員 わかりました。 

 

   江﨑委員長 各事業を進める途中経過について次年度に向けて評価検討して 

        いると事務局の方から説明がありました。他にご質問は。 

     

    坂東委員 教育長からのお話で子育て講座の予算が付かなかったとありま 

        した。現在、社会教育がどういう方向に向いていくのか、生涯学 

        習の法律が出来て２５年、社会教育法はそれより前からあるんで 

        すが、その中で国の方でも主に 3つのポイントを上げています。  

               １つは子育てで、学校との関わりを重視しています。子育て講座 

        の予算が 0となって学校はどのような受けとめ方をしているかで 

                す。当市では学校支援事業は社会教育では行なっていないんです 

                ね。学校と社会教育とさらに地域を結ぶ大事な要素なんですが、 

        学校の様子が見えてこない、たとえば子育てなどは直接的に社会 

        教育に関ってくる、国の方針では学校と連携して地域の子どもた 

        ちをどのように育てていくかが社会教育に課せられた課題でこれ 

        に対して学校が協力関係をつくって、地域の中に支援体制をつく 

        っていくか、ここに一つの流れがあるんですね。これは社会教育 

        の根幹をなす事業であり、学校との関係は…おそらく教育長は学 

        校教育とトータルに考えておられると思いますが、それを具体的 

        に示して頂かなくては、実際に私たちが取り組み活動するのは地 
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        域の中ですから、地域の中でどう関わりを持っていくかが大切で 

        す。例えばボランティア講師を取り入れたという話がありました 

        が、そういう方がたくさんいれば良いと思うのですが、必ずしも 

        そうではない、また、適性の問題もあるでしょうし、ボランティ 

        アも得意分野があると思いますので、その辺も含めて学校との話 

        し合いをもって講師を選定していただくなど…１つ気になりまし 

        たのでご質問しました。  

     

    事務局(教育長) 確かに子育て支援の講座の予算が取れなかったということ 

        でしたが、充分に学校と連携して学校の課題、状況に応じた講座 

                を教育委員会しても発掘しなければいけないと現在対応としては 

                そう考えております。学校支援地域本部事業についてですが学校 

               支援地域本部が全校にあるのは、おそらく四街道くらいだと思い 

        ます。昨年度文科省が伝えているところでは学校においては地域 

        のボランティアの方が活躍されているということです。学校支援 

        地域本部は現在指導課が所管ですが、今後地域との連携なくして 

        はありえないと考えますので指導課において地域の活性化に努め 

        たいと思います。具体的には例えば草刈、学校の環境整備、花壇、 

        学習については田んぼ、稲作、畑で手作業、昔の遊びなどが小学 

        校で実施されております。それ以外に夏休みに寺子屋で子どもの 

        体験学習、というような活動もされております。なお、誠に恐縮 

        ですが、他の公務がございますので退席させて頂きます。よろし 

        くお願いします。 

 

   江﨑委員長 小川委員、学校の立場からはいかがですか。 

 

    小川委員 子育て講座につきまして、講師料がないということであれば、 

        人脈とか人の関係を使っていくしかないかなと思います。教育委 

        員会とも連携を取りながら講師の選定をするなどで考えて行きた 

        いと思います。 

    

   江﨑委員長 これに関連することで他にもありませんでしょうか。 

 

     沖委員 文部科学省でフリースクールが認定されると聞いております。 

        私は四街道少年少女合唱団で指導しておりますが、学校に行って 

        いない子が合唱団で歌ったり、ミュージカルなどでいきいきと活 

        動参加している姿を見て学校の先生方が驚かれたということを耳 

        にするんですが、こちらは学校に行っていないことを本人も家族 

        も言わないから分からなかったんですね。でそういう情報が入っ 

        てきてびっくりするんですが、その子がリーダー格で合唱団をま 

        とめていたりするわけですね。そういう情報をこちらでも知らな 

        いより知っていた方がいいんで、何かそういう情報とか、任意団 

        体の会合とか、学校以外でもいきいき育てられる土壌もあるので、 

        学校と社会教育団体との情報公開連絡会のようなものがあっても 
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        いいと思うんです。私がここに参加を希望したのは、学校教育だ 

        けでは対応できないということで、その現れがフリースクールの 

        認定という事だと思います。社会教育の中で子どもは大切だと思 

        うんですが、子どもが社会教育団体をつくることは出来ないので、 

        公で援助しなければいけないと思います。 

 

   江﨑委員長 はい、子育て講座の予算が付かなかったことについて、関連す 

        る意見を頂戴しました。事務局の方からはいかがですか。 

 

  事務局(課長) 今の、沖委員のお話に関してですが、これは教育委員会全体で 

        考えることですし、社会教育委員としての意見として聞くことは 

        必要なんですが、指導課の方で会議をもっておりますので機会が 

        あればお話したいと思います。今ありましたように、これを社会 

        教育委員会議の中で公開するのは難しいと思います。今の段階で 

        は回答という訳にはいかず保留したいと思います。 

 

   江﨑委員長 不登校のお子さんがいるという事実は共有しておかないといけ 

        ないですね。ただ、個人情報に関わることがありますのでこの場 

        で公に議論は出来ないです。 

 

    坂東委員 要するに今の話は国の方での話で、社会全体で子どもを育てて 

        いこうとテーマをかかげていて、これは市議会でも話題になって 

        いることで四街道で言えば子どもを育てる体制がどういう形で維 

        持されているか考えていたんですが、そうしたらこれがなくなっ 

        たと、いう話があって逆行してるなと感じました。まあ、先程の 

        話で講師については色々手をうたれていると、それはそれで期待 

        をしております。あと、思ったのは市民大学講座で…社会教育と 

        は学び、学習を核として、地域形成に取り組んで行こうとこうい 

        う試みが２つ目にあるわけですね。その中で背景として流れるの 

        はボランティアの動向なんですね。地域づくりというのは行政だ 

        けでは出来ないんです。官民一体とならなければ出来ない。 

        そう考えていくとしっかりと学習テーマとして捉らえている公民 

        館講座とか市民大学講座、この参加者の動きが大事になってくる 

        わけです。その中である面では地域の中でのまとめ役として…そ 

        う考えてきた時にその人材がどう活用されているのか質問します。 

 

  事務局(課長) 市民大学講座については２つの目的があります。先程教育長と 

        田島社会教育主事から２７年度変更した進め方、要因などについ 

        てお話がありましたが、社会教育課としてはまず１つ目は自己の 

        学習意欲に対する場の提供、２つ目は地域貢献のきっかけを作っ 

        て頂く、で、市民大学講座の受講修了者から募って運営委員とし 

        てボランティアとして活動して意見を頂いております。市民大学 

        講座についてはそのように運営しております。 
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   江﨑委員長 市民大学講座については以前から人材育成が課題になっており 

        ますよね。自己満足でただ、受講して終わりということでなく、 

        そこで学んだことを地域に生かして欲しいと言うのが大きな目的 

        ですよね。そこを運営委員会が役割を果たしつつある。坂東委員 

        よろしいでしょうか。 

 

    坂東委員 ちょっと具体的ではないんで…何か事例は…。 

 

  事務局(課長) 市の各審議会の方にも応募頂き、積極的に登用しております。 

        公募等の履歴や経歴にも例えば市民大学講座に第何回に参加され 

        たとかも、審査の基準としておりますので、先程もありましたま 

        ちづくり、地域貢献のなかに皆さん入って頂いていると理解して 

        おります。 

    

  事務局(田島) 私が担当して２年目の時にこのカリキュラムを考えました。 

        で４４ページのなかの Aコースのアンケートで「行政が何をやっ 

        ているか身近な感覚が変わった。何か行政の中に入り込めるので 

        はないか」という意識が異様に高まったこと、また Bコースでは 

        最終的にまちづくりに貢献できる事業を１つでも立ち上げようと 

        いう目標をもとに少人数ですが、ゼミ方式でじっくり行ないまし 

        た。その結果、今年度、地域づくりセンターで行なうコラボ事業 

        が１つ立ち上がりました。小さいのですが成果の見える形が取れ 

        ました。この成果を運営委員さんにお話した結果、いつも通りの 

        ものと、急に変化のあったもの、今年度のように知らないうちに 

        郷土愛を育むという大きな流れの中でボランティアを育てる組み 

        立てで３年間かけて最終的に市民講座の有るべき姿を考えようと 

        進めておりますので今後に期待頂ければと思います。 

 

    仲田委員 坂東委員のお話の中の社会全体で子どもを育てていくという考 

        え方はとても大事だと思います。あと活動している団体の情報の 

        場が必要というのは強く感じます。学校の現場にいても例えば外 

        国人の子ども達がいて言葉が通じなくて授業についていけない、 

        しかし先生も一人だけに付っきりにはなれないので個別には対応 

        できない、そこで国際交流協会の方がボランティアで学校に入っ 

        て支援したり、個人でやっている方もいますし、また、私たちで 

        ニコニコ文庫で子育て支援の読書活動を広めておりますし、また 

        去年まで社会教育委員をされていた、江口先生のまじゃりんこの 

        活動とか、そういう団体が情報交換をする場はとても大事だと思 

        います。私は図書館活動をしているんですが毎年、年に１回学校 

        の先生、図書館司書また、ボランティアが一同に会し情報交換す 

        る場があるんですね。その中で交流、活動の場も増えております。 

        学校図書館については指導課の方なんですけれど、フリースクー 

        ルなりボランティア、子育てなど含めて社会教育課が中心となっ 

        て情報交換の場を作っていただけたらいいのかなと思います。 
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   江﨑委員長 提案ですね。 

 

    猿田委員 今までのお話を聞いていて、今日第 1回ということで膨大な資 

        料のなかで年間の事業の報告がなされる。この資料を作って頂く 

        だけでも感謝いたしますけど、一つ一つの行事に対し具体的にど 

        う関わりがあるか見えにくいんですね。私もこの冊子にある色々 

        な行事に関らせて頂いているんですが、具体的な場に例えば子育 

        て学習ですけど、事業をしている時に校長先生が一緒に遊んでく 

        ださる、また PTAのお母さんと一緒に早く来た子が、さらに社会 

        教育課の齋藤さんが、子どもと一緒に遊んでくださるという場面 

        があってそういったところを皆さんに見てもらいたいんですね。 

        また仲田さんの関っているにこにこ文庫とか通学合宿などもメン 

        バーに見て頂ければ学校と地域と家庭とが関わりが足りないのか 

        充分なのか学ぶことが出来ると思います。私は色々な所で活動す 

        る中で子どもと接する時に気を付けている事は学校、地域、家庭 

        が対等であることと連携が大事であると思いながらも学校に踏み 

        込んでいけないんではないかという警戒心を持って、情報提供は 

        しつつ先生と相談するに留めながら我々が協力支援することが密 

        接なことになると思います。ということで１つは実際の場を見て 

        みませんかということと、もう１つは３者の密接な連携とは何か 

        あらためて考えてみてはいかがでしょうかということです。 

         

   江﨑委員長 はい、ありがとうございます。他にご意見ご提案ございますか。 

 

  吉田(英)委員 家庭教育のあり方、家庭経済、学力格差の多様化する中で学校、 

        地域、家庭のそれぞれの代表３者が集まってそれぞれの立場で子 

        育ての情報交換をするということはやらないよりやってみること 

        で何か出てくるのではないかと思います。先程フリースクールの 

        話がありましたが学校に行けず、仲間と人間関係を保てない子ど 

        もを例えば家庭とかサポート校とか何か教育委員会がきちんとし 

        たメニューを与えてそれをこなしたら小学校６年間を終了、とい 

        うように…ですから柔らかなやり直しのきく、生涯学習社会にな 

        っているわけですよね。例えば退学しても世の中に出て、やはり 

        勉強しなければならないと…昔と違って戻ってこられる柔らかな 

        システムになっています。そういう意味では家庭教育も昔はお金 

        持ちでも貧しい人でも共通の道徳観があったと思うんですが現在 

        は経済格差があったりと、ですから今の時代にあった形で専門家 

        3者での情報交換の場があってもいいと思います。 

 

   江﨑委員長 これにつきましては意見は尽きないと思うのですが…。 

 

  吉田(英)委員 今子ども達の心、倫理観も弱まって犯罪も多いじゃないですか。  

        先程坂東委員さんからも言われた、そこの予算を削ったらとんで 
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        もないと思います。教育部長さん、市の行政も国や県の教育委員 

        会の子育ての予算化を参考にして良く見たほうがいいと思います。 

 

  事務局(部長) 財政厳しい中ですが、大事なものについては財政と協議して、 

        来年度は考えて行きたいと思います。ただ、あゆみの 15ページを 

        見て頂くと去年の子育て講座の講師一覧が出ているんですが、特 

        に小学校の講師で入っている方は、健康増進課の職員ですとか、 

        花井教育委員長さん、社会教育課の鍬田さん、塩野さんも同じく 

        教育委員会で、謝金のかからない方ですので去年までの実績では 

        そういう方にやって頂いております。あと、中学校の方でも旭中 

        学校で呼んでいる北総地区少年センターは警察の組織ですけどこ 

        こも謝金はかからなくてインターネットの使い方でのピッキング 

        の問題など具体的な話を聞けて、お金をかけなくても充実した内 

        容でできておりますが、予算があればもちろん良いので来年度予 

        算では財政とも話したいと思います。 

 

   江﨑委員長 はい、ではこれにつきましてはここまでとします。 

 

     沖委員 色々なサークル団体がありますけどそれがバラバラなんですよ。 

        学校関係に関しては教育委員会を通じて繋がりあるんですが、子 

        どもの団体はたくさん有るのですがバラバラなので社会教育課で 

        繋がりを作るところがあってもいいと思いました。 

 

   江﨑委員長 学校を含めて横の連携ということですよね。色々な団体との連 

        携を束ねて情報交換なりする役割が社会教育課なので、そういう 

        場を作れないかという意見、再三出ておりますけど、これ１つの 

        意見として検討して頂きたいと思います。 

 

    西岡委員 芸術文化団体連絡協議会では色々な団体が所属しており、学校 

        支援活動で企画しておりますし、また夏休みに子ども対象の講座 

        も企画しておりますのでこちらもご活用いただきたいと思います。 

 

   江﨑委員長 坂東委員よろしいでしょうか。 

 

    坂東委員 ３つ目には、市がよく取り組んでいると言うことです。実績を 

        上げている。正に田島社会教育主事の力だと思うんですが、家庭 

        教育というのが家庭にゆだねられている面がある。責任が…それ 

        だけでは解決しない。その中で繋ぎあっていく輪作りですね。 

        では、具体的にどうするか、実際に動ける人間関係は教育委員会 

        で掴んでいる。民間の方を含めて指導できる立場の方が今、子育 

        てに困っている若いお母さんに繋いでいくような努力…ただ、四 

        街道の場合各論は自立していますので、総論にどこに視点を置く 

        か、もっと強くスローガンとして出してもらってもいいのかな、 

        それと私は学校にいたから分かるんですけど学校関係者と地域、 
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        或いは学校関係者と地域住民これが最もな関係が有ると思います。       

        学校から発信と言っても中々地域に繋がらない、先程、学校支援 

        地域本部事業については指導課で行なわれていると伺いましたが 

        これあたりも教育委員会内で対等に繋がりを良くして頂いてそう 

        言う情報を適宜流して頂ければ、現在学校と地域とどういう結び 

        付きでどんな活動をしてどんなボランティアが学校支援ボランテ 

        ィアの実態として行なわれているのか知りたいじゃないですか。 

        やってるのは住民ですから…そう考えていくならば先程情報発信 

        のお話がありましたがそれをこういう場で提案してもらえばいい 

        かなと思います。学校支援事業は社会教育、生涯学習として抑え 

        られておりますが、……木村前教育長の時代から始まっているを 

        っていますがなぜ出ないのかなと思います。 

 

  事務局(課長) ご承知かと思いますが、市の総合計画というものがございます。 

        社会教育課としては社会教育施策の１８の中で家庭・地域・学校 

        との連携ということが謳われております。このような取り組みを 

        肝に銘じながら、坂東委員からの意見を踏まえて提案として受け 

        止めさせて頂きます。 

 

   江﨑委員長 よろしいですか。それでは続きまして 8の報告事項をお願いし 

        ます。 

 

８ 報告事項 

 

     事務局(池田) （１）第３７回四街道市青少年健全育成推進大会について 

          （２）平成２７年度印旛郡市社会教育振興大会について   

                   資料に基づき説明 

 

   江﨑委員長 （１）（２）につきまして説明がございましたが何かご質問は 

        ありますか。ないようですので、続けて（３）平成２７年度社会 

        教育委員会議スケジュールについてお願いします。 

 

  事務局(池田) 第２回の社会教育委員会議の日程を決めさせて頂きたいと思い 

        ます。７月３１日(金)を定しておりますがよろしいでしょうか。 

     

  事務局(池田) 委員長、こちらで皆さんに確認したいのですが。 

 

   江﨑委員長  はい。 

 

      全員 ７月３１日(金)の午前か午後かで挙手により確認、了承。 

 

   江﨑委員長  では７月３１日(金)１０時からということで、場所は後ほど連 

        絡ということでお願いします。次に（４）の指定管理の状況につ 

        いてお願いします。 
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    事務局(課長) 指定管理の状況ですが、本日、公益振興財団四街道市地域振興 

        財団の大平事務局長並びに四街道公民館の福本施設長が３公民館 

        の代表でいらしてますのでご挨拶とご説明お願いします。 

 

    大平局長 皆さん今日は、四街道市地域振興財団の大平と申します。本日 

        は貴重な機会を頂きありがとうございます。 －以下概要説明－ 

 

   福本施設長 皆さん今日は、公益振興財団四街道市地域振興財団の福本と申 

        します。私は市内３施設の公民館チームとふれあいセンターの４ 

        施設を管理しております。本日は３公民館の昨年度の事業報告に 

        ついて説明させて頂きます。 －以下資料説明－ 

 

   江﨑委員長 はい、ありがとうございます。何かご質問ございましたら…。 

 

    猿田委員 大変厚い資料を作って頂きご苦労様です。で、財団で管理し、 

        扱っているふれあいセンターがありますね。で社会教育課との連 

        携の中で入っているのか分からないのですが、ふれあいセンター 

        で財団が主催している良い企画や行事で工夫を凝らしていると思 

        いますので、せっかくの機会ですのでそれについても資料の中に 

        出して頂けたら参考になるのかなと思います。 

 

   江﨑委員長 ふれあいセンターはどちらの管轄ですか。 

 

   福本施設長 自治振興課が主管になります。ただ、同じチームの中で運営で 

        寺子屋事業などを行なっています。 

 

    猿田委員 主管が違うのでのらないのかな…と、せっかく財団が頑張って 

        いますので…。 

       

  事務局(課長) 社会教育施設の方が指定管理の方を財団に委託しておりますが、 

        意見を頂きましたので早速、総務部の自治振興課に話を通しまし 

        て、事業報告という形でお話して進めたいと思います。 

 

   江﨑委員長 縦割り行政ですかね…。 

 

  事務局(課長) いえ、決してこちらから敬遠しているわけではございません。 

 

   江﨑委員長 わかりました。他にご質問は… 

 

  吉田(英)委員 指定管理になって先程の冒頭で、事業の推進とか維持とか、 

        合格の評価がありましたがアドバイスを… 

 

    大平局長 私ども、指定管理者制度が導入されて初めて、公民館を担当さ 



 

12 

 

        せて頂いておりますが、別の部分で、H２５年度に公益財団法人 

        全体の見直し行いまして、新たに施設の管理主体でなく、施設の 

        管理を通して地域の皆さんにどのように貢献していくかというこ 

        とで、変えておりますのでそういったことで職員の質も若干向上 

        しているものと私は感じております。 

 

  吉田(英)委員 ご苦労様です。 

 

    猿田委員 公民館で財団が主催して運営している事業の業務報告があるん 

        ですが、社会教育課主催で公民館で実施している事業もかなり定 

        着していると思います。何年か前に体制が変わって心配の議論 

        があったのですが、かなり連携が取れて成果が上がっているんで 

        はないかなと思います。 

  

   江﨑委員長 順調に行なわれているということです。時間の方もだいぶ押し 

        ているのですが、公民館事業についてはよろしいですか。 

 

      全員 異議なし。 

 

   江﨑委員長 では、委員長報告事項については私の方からご説明いたします。 

        －資料６－について説明  私からは以上です。 

 

９ その他 

 

   江﨑委員長 その他、何がございますか。 

 

  吉田(義)委員 二つほど、公募委員で新人なので右も左も分からないのですが、 

        一つは全国社会教育委員連合で出している、新任者向けの資料 

        がホームページでもありますので全員にお配り頂けないかという 

        希望です。もう一つは前年度の議事録をホームページで見たので 

        すが誤変換が多いので直して頂きたいと思います。 

 

   江﨑委員長 事務局はいかがですか。その教本ですか… 

 

  事務局(課長) 今、手元にございませんので確認してお答えします。それと議 

        事録の件につきましては、充分注意して PDF等改めたいと思いま 

        す。今の資料の件ですが、文部科学省生涯学習政策局社会教育課 

        の方から一般社団法人全国社会教育連合からの発行で「私たちの 

        町の社会教育委員さん」というパンフレットの紹介です。で、 

        今回新任の方３名に郵送させて頂きました。 

 

  吉田(義)委員 いや、パンフレットは承知しておりますけど、手帳とか配布し 

        て頂けないか言うことです。 
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   江﨑委員長 参考までに申し上げますが、私は買いました。 

 

  事務局(課長) はい、これは、後ほど事務局の方から紹介させて頂きます。 

 

   江﨑委員長 他にございますか。なければ２７年度第１回の会議を終わらせ 

        て頂きます。 

 

１０ 閉 会 

 

  事務局(課長) 以上をもちまして平成２７年度第１回四街道市社会教育委員会 

        議を閉会いたします。 

 

 

 

 

 


