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平成３０年度 第１回 四街道市社会教育委員会議 会議録 

 

 日時：平成３０年５月２５日（金）午後１時３０分から午後３時２０分 

 場所：四街道市役所第二庁舎第２会議室 

出席者： 

（委員）  江﨑俊夫（委員長）、窪ケイ子（副委員長）、西村隆徳、白濱咲苗、西岡とし子、 

川東知也、金子篤正、多田謹次、田汲明、菊地鐐二郎、豊田恵子 

（事務局） 髙橋信彦教育長、荻野武夫部長、内海正憲社会教育課長、菅野敏明主査、遠藤 

智久係長、田島衣織社会教育主事兼係長、齊藤泰子主査補 

（四街道市社会教育委員設置条項第５条４項により、江﨑委員長の許可を得て出席） 

 四街道市地域振興財団 大平久事務局長、福本由香里公民館チーフリーダー 

 

１．開会（開会の言葉：内海社会教育課長） 

 

２．委嘱状交付（任期：平成２９年６月１日から平成３１年５月３１日まで） 

        ・竹澤英樹（欠席） ・西村隆徳 

 

３．委員長挨拶  ― 委員長挨拶 ― 

 

４．教育長挨拶  ― 教育長挨拶 ― 

 

５．委員及び    １）出席委員紹介 ２）出席職員紹介 

  職員の紹介   

 

６．会議の公開  江﨑委員長の議事進行により、下記についての承認を得る。 

等について  ①会議は公開とする。 

       ②会議録の作成については、発言者の明記し、要点筆記とする。 

       ③議事録署名人につては、委員長・副委員長を除いて名簿順に２名とす 

        る。（金子委員・多田委員） 

       ④委員名簿は公表する。 

       ⑤傍聴者を確認し、傍聴人はなし。 

 

７．議題 

 江﨑委員長 （１）平成２９年度社会教育関係事業報告について 

        

 田島学習振興係長 

       ― 学習振興グループの説明 ― 

 遠藤文化係長 
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― 文化グループの説明 ― 

 菅野主査 

― 市史編さんグループの説明 ― 

 

 

 江﨑委員長 事務局から説明がありました件について、ご意見、ご質問等はございますか。 

 

 金子委員  公民館の説明があるか伺います。 

 

 田島係長  公民館については後ほど行います。 

 

 金子委員  わかりました。放課後子ども教室推進事業について「あそびの城」が 3月で 

発展的解消をしたと聞きましたが他の３団体は通常とおりなのでしょうか。 

 

田島係長  「まじゃりんこ」が活動中止となります。「あそびの城」「四街道こどもネッ 

トワーク」「にこにこ文庫」は平成３０年度通常どおり開催しています。 

 

金子委員  わかりました。文化係の物井の歴史展に参加しましたがとても良かった。四 

街道が誇るべきもの。ボランティア、市史職員が頑張った。内容が素晴らし 

かったし、展示も素晴らしかった。何回もできないかもしれないが、もっと 

延長してほしいくらいだった。 

  

 江﨑委員長 他にありますでしょうか。 

 

       ― なし ― 

 

江﨑委員長 （２）平成３０年度社会教育関係事業と進捗状況について 

 

 内海課長  説明の前に一点だけ付け加えさせていただきます。３０年度から事業の一部 

       （学校開放事業と青少年関係事業）がスポーツ振興課へ移管した。後でまた 

説明します。 

 

 田島係長  学習振興係としてご説明をさせていただきます。 

       ― 学習振興係の説明 ― 

 

遠藤係長  文化係としてご説明をさせていただきます。 

― 文化係の説明 ― 
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 菅野主査  市史編さん室としてご説明をさせていただきます。 

― 市史編さん室の説明 ― 

 

江﨑委員長 ご意見、ご質問はありますでしょうか。 

 

豊田委員  【資料１】の金額の単位を揃えてほしい。 

 

内海課長  わかりました。 

 

 菊地委員  【資料１】の文化講演事業の日にちは１１月６日は日曜日で良いでしょうか。 

 

 田島係長  １１月６日は火曜日になります。申し訳ございませんでした。 

 

 菊地委員  １点目公民館について。千代田公民館に音楽室があり、利用していると隣の 

部屋の利用者からよく「うるさい」と言われるという話があるが、当面公民 

館の改修の予定はあるのか。 

       ２点目歴史広場について。歴史広場の利用の申請はあったのか。古屋城を見 

たがどんな開放の仕方をしているのか。 

  

内海課長  １点目の千代田公民館の音楽室の防音について。扉が閉まっていれば基本 

的には防音になっているが許容を越えれば利用団体に音量を下げる等の注 

意をすることが必要です。施設的な瑕疵がありましたら予算の関係はありま 

すが対応が可能なものについては対応していこうと思います。 

２点目の古屋城広場については団体が専用で利用させてもらいたいという 

申請は今のところないですが市民の方から散歩とかランニング等では申請

がいらないのでよく使わせてもらっているという話は聞いています。幼稚園

や保育園などの団体で使わせてほしいという話は今のところありません。 

 

 江﨑委員長 他にご意見はありますでしょうか。  

 

 金子委員  スポーツ振興課に移管されたということだが移管された分はトータルの予 

算書にも入っていないということで良いでしょうか。 

 

 内海課長  【資料１】の３枚目にある「平成３０年度スポーツ振興課移管事務」に５事 

業が出ている。教育費としては同じだが社会教育課事業費の１億９０６３万 

の中には入っていません。 

 

 金子委員  前年度に比べて約５３０万円のスポーツ振興課関係を入れるとトータルで 
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       前年と比べてどうなっていますか。 

 

 内海課長  ３０年度のスポーツ振興課の予算は元々スポーツ振興課が持っている予算 

       を含んでいるものなので、１ページに載っている予算がそのままスポーツ振 

       興課へ行った訳ではありません。 

 

金子委員  わかりました。次第の７（２）に「社会教育関係事業と進捗状況」とあるが 

今年度始まったばかりで進捗状況、というのはそぐわないのでは。関係事業 

の予算の内訳という形の方が良かったのでは、という気がしたがいかがなも 

のでしょうか。 

 

 内海課長  金子委員がおっしゃるとおり進捗状況というとどこからどこまで進んだか、 

というのが進捗状況です。言葉のあり方で関係事業の事業内容とかそんな書 

き方にして参りたいと思います。 

  

金子委員  「予算と事業」でも良いし、わかりやすくお願いしたい。 

 

 内海課長  わかりました。 

 

江﨑委員長 他に何かありますか。 

 

 豊田委員  【資料１】の４ページ目小中学校施設開放事業内の最終行が重複しているの 

では。 

 

 田島係長  申し訳ありません。下の２行を削除してください。 

 

江﨑委員長 他にお気づきの点ありますでしょうか。 

        

― なし ― 

 

江﨑委員長 ７（３）その他 

       何かございますでしょうか。 

 

内海課長  事務局はありません。 

   

 江﨑委員長 ８報告事項（１）四街道市生涯学習審議会 

 

 田島係長  ― 生涯学習審議会の説明 ― 
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 内海課長  ２月の社会教育委員会の中で生涯学習審議会の条例等について説明をさせ

てもらいご意見を賜ったところですが生涯学習の事務は市長の事務でござ

いまして、教育委員会は市長の補助執行事務をしています。当初は条例につ

いて社会教育委員会議で報告させてもらったが今後は生涯学習審議会を個

別に別途開催する予定なのでそこで生涯学習計画について議論をしていく

ことになります。社会教育委員会議では必要に応じて報告をしていきたいと

思います。 

 

 江﨑委員長 生涯学習審議会関係で何かご質問ございますか。 

 

       ― なし ― 

   

江﨑委員長 （２）指定管理の状況について 

（平成２９年度事業報告・平成３０年度業務計画について） 

 

 内海課長  財団法人地域振興財団の大平事務局長からご説明をさせていただきます。 

  

大平事務局長 公民館の指定管理を仰せつかっております四街道市地域振興財団の大平 

と申します。詳細については公民館チーフリーダーで四街道公民館の施設 

長を務めます福本よりご説明いたします。 

 

福本チーフリーダー 

― 公民館指定管理について説明 ― 

        

江﨑委員長 平成２９年度の事業報告と平成３０年度業務計画について何かございます 

か。 

 

 金子委員  高齢者にとって公民館は生涯学習と健康寿命のために大変重要な役割を持 

っています。今年度も主催講座頑張ってほしいと思います。 

質問ですが２９年度の公民館の利用者数はどのくらいでしょうか。 

       もうひとつ寺子屋事業について。コラボ事業で総務大臣表彰を受けた素晴ら 

しい事業だと伺っています。参加者数をわかっている範囲で教えてください。 

 福本チーフリーダー 

 ２９年度公民館の利用人数についてですが、利用者数というのは基本的に登 

録サークルと随時登録の人数となりその方々の数が多いものとなります。そ 

の他、主催事業の人数となります。利用団体と申しますとどの公民館も高齢 

化しておりまして５人以上という基準が守れないサークルが増えてきまし 
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た。しかし新たに随時で立ち上がったサークルというのもありまして、随時

登録をしたサークルが翌年に登録サークルに上がる、ということが多いです。 

ですから登録団体は減るのですが随時登録が登録に上がることになりトー

タル的にはプラマイ１団体か２団体くらいということになります。利用者に

ついては３館で千代田が一番減少していて、旭、四街道については行政利用

が増えた、減った影響があります。千代田については行政が増えているので

すが登録団体と随時団体が減っている状況です。登録団体が減ると月に４回

その団体が利用していたとなると４週分の人数が減る訳ですね。年間になる

と相当な数が減っていくということになります。年度の途中から活動ができ

ないということでキャンセルが出てくる団体もあります。そういうものが重

なりますと非常に少ない傾向になってしまうような形です。公民館の利用者

となるとそのような形での分析となります。 

続きまして寺子屋についてですが利用者が非常に増えているような状況で

す。但し運営においては安全面での強化というものがありますので受入れ人

数を全て受け入れて何か事故につながるということになりますと皆様の大

事なお子様をお預かりする立場でございますので各部屋でできる限られた

人員数で行うことになります。またチームよつてらで企画した内容に沿って

運営をするのですけど企画によって受け入れられる人数も変わってきます。

従ってそういう形でやっていきますと受けられる人数の上限をやる内容に

よって狭めたりする必要もあります。従いまして受けたいけど受けられない

事情もあるということになります。 

 

 内海課長  今、福本施設長からお話がございましたが「あゆみ」の中の４８ページに四 

街道公民館の２８年度の利用状況が載っております。一番下にはその前年度 

の利用者人数があります。次に５６ページにある千代田公民館の利用者人数 

48,860 人です。最後に６４ページに旭公民館の利用者人数が載っています。 

４２ページの公民館管理運営事業の中の公民館利用状況に 163,296人、２ 

８年を参考までに計算したら 162,806 人なので人数的に申し上げれば全体 

的には増えておりますが 16万の中の 500人なのでそれ程ではありませんが 

団体の状況だとかいろんな事情があるにしても少なからず 500人程度全体 

として増えているということになります。 

 

 

  金子委員 千代田公民館が減っているのは千代田団地が高齢化しているのが一理ある

と思いますが私は高齢化するほど公民館は利用者が増えてほしいと思って

います。私の経験ですが７０歳、８０歳の人が頑張って６０代の高齢者の予

備、新高齢者ですがなかなか公民館の利用をしてない、そんな感じを受けま

す。何とか素晴らしい公民館にしたいという思いがあります。主催講座もあ
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りますのでそういう所に市民がどんどん出てきて欲しい、そういう願いがあ

ります。公民館だけで頑張るのもなかなか難しいと思いますがそうなること

を個人的には願います。 

 

  江﨑委員長 ありがとうございました。 

 

  江﨑委員長 （３）その他・第４０回四街道市青少年健全育成推進大会・印旛郡市社会 

教育振興大会（案）について        

          

  田島係長  ―【資料５】【資料６】説明 ― 

 

  江﨑委員長 このその他、２点について何かありますでしょうか。 

 

        ― なし ― 

 

  江﨑委員長 ９．その他  

 

  江﨑委員長 私から委員の皆様へ２点ご報告申し上げます。 

        ひとつは参加報告ということで前回の社会教育委員会議で報告した後に 

        今まで行われた会議の報告です。印旛郡市の第３回目の会議です。特記事 

項はありません。 

次に４月２７日に３０年度の定期総会がありました。ここでは予算、決算 

などの協議をしました。一部重複しますが８月２５日社会教育振興大会が 

八街中央公民館で行います。ご都合の付く方は是非とも参加をお願いしま 

す。あと役員改正ですが輪番制になっておりまして、四街道市は私ですが 

副会長になりました。副会長は特に会長ではありませんのであくまでも会 

長の補佐で皆様方にはご迷惑は掛からないと思っております。 

もう一点は私が印刷をしてお配りしたもので中央教育審議会の諮問とが 

お手元の４ページの資料です。諮問文は社会教育に関することで、林文部 

科学大臣が中央教育審議会に諮問して答申を出す、というものです。この 

中央教育審議会の答申というのが今後の社会教育に影響を及ぼすであろ 

う、と。ご存知のように中教審は小中学校の教育をはじめ、幅広い様々な 

問題課題に対してどうしたら良いのか議論をする場であります。この答申 

というのが１００％全てという訳ではありませんが文科省の今後の方針 

に出されていくことになります。詳しい説明はしませんのでお読みいただ 

きたいと思います。文科省のホームページから中央教育審議会の社会教育 

と検索していただくと諮問文が掲載されております。今日お手元には配る

ことはできなかったのですが付随した資料というものがあります。この資
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料というのが大変示唆に富んだものでございまして、皆様方自宅でネット

にアクセスできればご覧いただければと思います。「人口減少時代の新し

い地域づくりに向けた社会教育のあり方」です。それに関する現状をグラ

フや数字で表したものです。要するに少子高齢化した時に社会教育をどう 

したら良いか、そのひとつのテーマにアプローチするための基礎資料にな

ります。学校のことも書いてありますし、定年退職後の話もあります。定 

年退職後は１日テレビと過ごし、人と交わらない、そういう実態がある、

というようなこともここに資料に入っています。特にさっきの公民館活動

が大変重要になってきていると私自身は思います。戦争直後に寺中作雄さ

んの寺中構想というものがありまして公民館を作ろう、と。その著書を私

も斜め読みしましたが大変熱のこもった素晴らしい構想であってその構

想を元に今の公民館活動が繰り広げられてきている、ということでござい

ます。今になって原点を振り返ってみる、繰り返して公民館活動を見直し

てみる、ということが必要ではないかな、というのが私の所見です。私か

らは以上です。 

 

   金子委員  ひとつお聞きしたいのですが中教審の社会教育に対する諮問の結果は 

いつ頃出るのですか。 

 

江﨑委員長  １年は掛からないと思います。秋頃には出てくるのではないかと思い 

ます。 

 

金子委員  生涯学習審議会の事務局は社会教育課なのでこれを参考にされると思 

います。中間報告でも四街道市で参考にすると良いと思います。 

 

   江﨑委員長  中間報告の様なものは出るので逐次確認はできると思います。 

 

   金子委員   ありがとうございました。 

    

江﨑委員長  ではこれで事務局に戻します。 

 

内海課長   １０．閉会（閉会の言葉） 

社会教育に係るご協力賜りありがとうございました。いただいた意見 

は反映させて参りたいと思います。今後とも意見をまた賜りたいと思 

います。 

以上をもちまして、平成３０年度第１回社会教育委員会議を終了致し 

ます。 


