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令和元年度 第１回 四街道市生涯学習審議会 会議録 

 

 

日時：令和元年９月２６日（木）１０時００分から１２時００分 

 

場所：四街道市保健センター３階第２会議室 

 

出席者： 

（委員）  江﨑俊夫会長、永井壽子副会長、吉田英夫委員、西岡とし子委員、 

佐藤光江委員、渡部洋委員、川口一美委員、賀川恵美子委員、調知博委員 

（事務局） 佐渡斉市長、荻野武夫教育部長、真田裕之社会教育課長、田島衣織社会教育

主事兼係長、畦上泰寛主事 

欠席者： 

（委員）  酒井壽男委員 

 

１．開会  （開会の言葉：真田社会教育課長） 

 

２．会長挨拶  ― 江﨑会長挨拶 ― 

 

３．市長挨拶  ― 市長挨拶 ― 

         （市長退席） 

 

４．会議の公開 江﨑会長の議事進行により、以下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、発言者名を明記し、要点筆記とする。 

        ③議事録署名人については、会長・副会長を除いて名簿順に２名とする。 

         （川口委員・調委員了承） 

        ④傍聴者を確認し、傍聴者はなし。 

 

５．報告 

  江﨑会長  「四街道市生涯学習推進計画（第３次）（案）策定経過」について 

 

  田島係長  ― 事務局説明 ― 

 

  江﨑会長  事務局から策定経過の説明がありましたが、ご意見はありますか。 

 



2 

 

  吉田委員  今回の議題である計画策定について昨年１０月１１日の会議で話し合い

をしてから１年空いているが、庁内会議で問題点等が出たため、次の会

議まで時間が必要との判断があったということですか。 

 

  田島係長  はい。 

 

  江﨑会長  他にご意見はありますか。 

         

        ― なし ― 

         

江﨑会長  それでは、会長として事務局への意見ですが、まず計画策定について、

前回の会議から１年空いてしまっていることを踏まえても見通しが甘い。 

      また、庁内会議で行った議論の内容についてはその都度、委員に報告し、

共通理解を図っていただきたかった。 

      それから、これだけ庁内会議を行ったということは、生涯学習は教育委

員会だけの問題でなく市長部局も含め全庁で推進に取り組むということ

だと思います。各関係課は責任を持って事業に取り組んでいただきたい。 

 

真田課長  まずは、前回の会議から約１年間空いてしまい大変申し訳なく思ってお

ります。本来であれば平成３１年２月に第３回を開催する予定でありま

したが、審議会にお示しできる段階までできていなかったため、中止と

させていただきました。 

      その後、資料１の裏面の検討委員会、幹事会、本部会と会議を行い、策

定に向けての庁内作業というところでいろいろな段取りを踏んでまいり

ました。 

      計画の形が明確にならない時点では、お示しができなかったため、報告

が遅れましたが、その間、各事業については、事業担当課と充分調整を

行ってまいりました。 

      事業については、担当課が責任を持って取り組んでいきます。 

 

江﨑会長  全庁各担当課と議論したということでよい内容になっていることでしょ

う。また、職員全員が生涯学習を推進していく意識付けになったのでは

ないかと思います。 

 

永井副会長 庁内会議では、係長・課長・部長級の会議を進めてきたということでし

ょうか。 
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田島係長  はい。【資料２】冊子４４ページ四街道市生涯学習推進本部設置要綱の組

織一覧に部署名があり、ここに記載されている全課が関わって会議を行

ってきました。 

 

吉田委員  全庁を挙げて取り組んだということで、大変だったと思います。 

      それだけの手続きを踏んでいるのであれば、時間がかかっていても仕方

がないのではないでしょうか。 

 

江﨑会長  他にご意見等はありますか。 

 

      ― なし ― 

６．議題 

江﨑会長  それでは、計画（案）の内容について、事務局より説明をお願いします。 

 

田島係長  ― 事務局説明 ― 

 

江﨑会長  質問やご意見はありますか。 

 

調委員   平成３０年１１月時点の計画（案）３ページにあった「５．策定の視点

（２）成果目標の設定」が抜けてしまったのはなぜでしょうか。 

      成果目標の設定は重要であり、無いとＰＤＣＡがまわらないのではない

ですか。 

   

真田課長  策定の視点という項目は、第３章でも同じような文言を使っているため

削除しました。なお、成果目標の設定については、進行管理を行うとい

うことと、前回の計画が１０年単位で見直しを行うものであったのに対

し、本計画は５年単位で見直しを行い、毎年進行管理を行ってまいりま

す。 

   

江﨑会長  その都度評価していくということでしょうか。 

 

真田課長  はい。毎年進捗管理を行うとともに、成果目標の設定についても第６章

の進行管理の中で対応してまいります。 

 

調委員   まったく理解できません。 
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      ５年後の目標設定をしないと、１年ごとにどこまで達成できたか評価で

きないのではないですか。 

       

真田課長  目標設定というところで、目標数値をすべての事業に当てはめるのは難

しいです。 

 

江﨑会長  目標を設定すること自体が困難ということですか。 

 

真田課長  はい。 

 

吉田委員  調委員がおっしゃっている主旨も大切なことですので、そこは考慮して

いただきたい。 

 

真田課長  はい。計画として数値目標ができる事業であれば行っていきますが、生

涯学習自体も範囲が広く不明確なところがあり、事業担当課に具体的な

目標設定をしてもらうのも難しいのが実情です。 

 

江﨑会長  それでは、具体的な目標を設定するのは困難という理由から、策定の視

点を第３章に、目標の設定を第６章に分けたということでよろしいです

か。 

 

真田課長  はい。そのとおりです。 

 

調委員   これ以上は言いませんが、民間企業ではＰＤＣＡによって事業評価を行

っているので、行政にも適応できないかを考えてしまいます。 

 

佐藤委員  少しよろしいですか。市民からの視点で見ると生涯学習とはどういうも

ので、どのように受けとめればいいのか見えてきません。進捗状況が明

示されなければわからないと思います。それとも、これはプランだけで

止まっているのですか。 

       

真田課長  具体的に目標を設定できる事業であればよいのですが、数値だけでは評

価できない事業もあります。福祉関係になりますが、外部からの依頼で

行う事業の場合は、行政への依頼数は把握できますが、独自に行ってい

る数値までは把握できません。そのため、数値による正確な比較は難し

いです。 
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佐藤委員  行政として、総合的に横のつながりで行えないのですか。行政独自でや

っているという感覚なのですか。 

 

真田課長  把握できるものとしては、市役所に関連のある施設での情報は共有され

ますが、外部団体の情報までは難しい。成果目標の設定が大切なのは理

解していますが、だからと言って目標を担当課に課すといったところで

難しいです。 

 

川口委員  必ずしも数値が必要なわけではないです。かえって、数値にこだわると

それだけを重視してしまうのではないでしょうか。数値だけでは見えな

い部分にも注目するべきだと思います。例えば、こういった課題が見つ

かったなど後々広いデータとして見たときに、市全体としてこうした成

果が出ているといえるのではないかと思います。 

      それと、計画と目標に対しても、各部署が具体的にこうした視点にのっ

とってやれているということがわかるシステムがあるとよいと思います。 

      これを使って明記すれば、ＰＤＣＡのなかでやれていますよといえるの

ではないですか。 

      一つの事業を複数の部署でやっている場合は、自分たちの部署ではここ

までやれたといった内容をほかの部署につなげられるようにしたほうが

よいと思います。 

 

真田課長  同じ事業の横の連携ですが、例として人権教育事業を例に挙げますが、

横の連携を行っていますが、同じ事業でも役割に違いはあります。今後

については、横のつながりとして状況把握を行っていきます。 

 

川口委員  同じ事業で役割が違っていても、課題として挙がっているものの情報共

有を行っていくことは必要ではないでしょうか。お互いに協力して行っ

ていると見えるようにしていくことが大切だと思います。 

 

賀川委員  一つの部署で完結するのではなく、同じ課題を持つ部署同士で連携をし

ていくことは必要です。何かしらの目標がないと何となく事業を行って

しまうので、数値でなくても目標設定をする必要はあると思います。 

 

江﨑会長  今回の会議の内容は答申になるが、付帯意見として適切な進行管理して

いただき、また、横の連携を行い情報共有に努めるというのでいかがで

しょうか。 
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      ― 全員了承 ― 

 

江﨑会長  ほかにご意見はありますか。 

 

調委員   ８ページ[課題]の文章中にある「学校教育の中で市民との関わり合いがな

くては成り立たない事業」とありますが、具体的にはどのような事業で

すか。 

 

田島係長  具体的には、学校地域支援本部事業が挙げられます。学校教育の中に市

民の方が直接ボランティアとして指導に参加していただいたり、子ども

たちの見守りを行ったりなどです。 

 

永井副会長 交通安全とかも含まれますか。 

 

田島係長  交通安全の見守り等学校の子どもたちに対する地域の方のすべての支援

活動を含みます。 

 

調委員   実際にやれているものが課題になるのでしょうか。 

 

荻野部長  これまでの学校地域支援本部事業から、さらに一歩踏み込んだ内容の制

度に変わりつつあります。新しい制度となりますので、さらに地域の方

の参加が必要となってまいります。 

 

永井副会長 施設の開放とは関係ありますか。 

 

田島係長  施設の開放について関係はございません。 

 

渡部委員  「市民の関わりがなくては成り立たない」という表現が、逆にわかりづ

らいです。四街道らしい具体例を出したほうがわかりやすいのではない

ですか。 

 

江﨑会長  ８ページ[課題]の内容については、噛み砕いて簡単な表現に修正したほう

が市民にわかりやすく協力しやすいのではないか。 

 

  田島係長  わかりました。修正します。 
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吉田委員  課題で挙げられた内容は、他市町村に比べ四街道市が遅れているという

ことなのですか。 

 

田島係長  計画に当たっては、担当課に調査を行なったうえで、課題として挙げら

れたものを載せています。担当課としては、学校教育をより良いものに

したいという強い思いがあってあげたのではないかと思います。修正す

るにあたっては、担当課と調整し修正を行います。 

 

江﨑会長  他にご意見はありますか。 

 

佐藤委員  ９ページ（３）青少年健全育成事業について、啓発等活動の予算が少な

いので講師依頼など財政面が厳しい。何とかならないですか。 

 

荻野部長  各事業厳しい財政状況の中行っています。事業としては予算をとって行

いたいところではありますが、限られた予算の中でやらなければならな

いというのが実情です。これからも予算確保できるよう努力はいたしま

す。 

 

江﨑会長  佐藤委員が言いたいのは、予算がないと計画倒れになるということです

か。 

 

佐藤委員  全体的に見てそのように感じます。計画は立派ですが、最終的に予算の

問題に直面してしまうので、市民としてはどれだけ協力できるのか不安

になります。 

 

真田課長  財政的立場からすると、団体は自立してほしいということもあり補助金

が削減されています。次に事業課の立場しますと、団体からの活動報告

を通してこれだけ市に協力してもらっているということを財政課には伝

えており、これからも伝えてまいります。 

 

江﨑会長  この計画が絵に描いた餅にならないためにも、予算の確保も必要になり

ますね。 

   

荻野部長  予算となりますと、増額は難しいところですが、現状の予算額の確保に

は努めてまいります。そのためにしっかりとした計画策定にお力をお貸

しいただければと思います。 
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江﨑会長  他にご意見はありますか。 

 

調委員   はい。１３ページ「（２）生涯学習情報提供システムの構築では、」とあ

りますが、四街道市でシステムを構築しているわけでないのであれば、

活用とかになるのではないでしょうか。 

 

田島係長  文言については、前回の計画のものをそのまま記載しております。 

 

調委員   内容からして、システムの活用なら意味はわかります。しかし、市政だ

より等で情報発信しているだけなら構築とは言わないのではないですか。 

 

田島係長  わかりました。「システムの活用について」と文言の修正を行います。 

 

江﨑会長  それでは、ほかにご意見はありますか。 

 

川口委員  １８ページのグラフについて、市を取り巻く生涯学習の概要の見える化

を行うことはできないのでしょうか。例えば、生涯学習にこれだけ市と

して予算を使っているなど表で表したほうが市民としてもわかりやすい

と思います。 

 

真田課長  教育費のグラフ等を作ることは可能ですが、出す内容や出し方によって

はわかりにくくなりますのではないかと思います。 

  今回グラフの出典を見ていただくと、教育委員会の組織内のものだけで

あり、諸事情によりアンケート調査を行えませんでした。また、新たに

調査を行うのも難しいです。 

 

田島係長  庁内会議の際に、それぞれの課から計画の目的とは違うデータを使うの

は違うのではないかという意見もあり、今回について教育施設に関する

データだけとなりました。 

 

川口委員  わかりました。 

 

江﨑会長  そろそろお時間ですが、ほかにご意見はありますか。 

 

調委員   よろしいですか。２４ページ計画の基本理念の文中「一人一人が持つス

キルや学習成果を還元するなど」とあるが、これは市に還元するという
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ことでよろしいですか。 

      そうなのであれば、２５ページ「４、学びを支えるまちづくり」のタイ

トルとは合わないです。であれば、学びが支えるまちづくりなのではな

いでしょうか。 

 

田島係長  内容を精査し、修正いたします。 

 

永井副会長 確認なのですが、まちが学びを支えるということですか。 

      イメージとしては、学びを発表し共有できる場所づくりという考え方な

のでしょうか。 

 

田島係長  そのとおりです。 

 

江﨑会長  であれば、これではわかりにくいですね。文章の修正が必要でしょう。 

 

調委員   それから、誰と誰の連携・協力をさしているのか。ボランティア等と市

が連携・協力するということですよね。 

 

田島係長  そのとおりです。文章につきましては、タイトルに見合ったわかりやす

い内容に修正いたします。 

 

佐藤委員  最後によろしいですか。１４ページ「（１）ジュニアリーダーの養成では、」

について、市子ども会育成連合会との共催とありますが、この共催は何

を指しているのでしょうか。ジュニアリーダー養成の主体は、市子ども

会育成連合会のはずです。 

 

田島係長  共催にはいろいろな形があり、人・もの・お金といったところから市が

事務局として、市子ども会育成連合会と市が協力してやっている意味で

の共催です。もし、ほかに適切な文言があればお教えいただければと思

います。 

 

佐藤委員  確かに、市には事務局としての協力はいただいていますが、事業として

のジュニアリーダーの養成は、市子ども会育成連合会が責任を持ってや

っていますので内容に納得はできません。 

 

江﨑会長  それでは、共催ではなく協力ということですか。 
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佐藤委員  養成については、市子ども会育成連合会が責任を持ってやっています。

文言については、この場ではすぐには出てきません。 

 

田島係長  それでは、担当課のほうから連絡をさせていただくということでよろし

いですか。 

 

佐藤委員  お願いします。 

 

江﨑会長  それでは、今後のスケジュールについてですが、次の会議をすぐに行う

のは日程調整の関係で難しいと思います。もし追加でご意見があれば、

直接事務局にお伝えいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 

      ― 全員了承 ― 

 

江﨑会長  事務局は、委員から出た意見を取りまとめたうえで、各委員に連絡をお

願いします。 

 

渡部委員  よろしいですか。提案ですが、最後の取りまとめについては会長と副会

長に一任したいと思うのですが、どうでしょうか。 

 

江﨑会長  それでは、事務局で直したものについては私と副会長で責任を持って確

認を行いますので、一任していただくということでよろしいでしょうか。 

 

      ― 全員了承 ― 

 

江﨑会長  ありがとうございます。それでは、本日の議題は以上とします。 

      ご協力ありがとうございました。 

７．閉会 

真田課長  本日はありがとうございました。 

 

 

 

 


