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令和元年度 第１回焼津市社会教育委員会 会議録 

 

◇ 日 時 令和元年６月 12 日（水） 午前 9 時 30 分～11 時 30 分 

 

◇ 場 所 大井川庁舎 3階大会議室 

 

◇ 内 容  ・委嘱状交付 

・教育長挨拶 

・社会教育委員及び職員紹介 

・委員長・副委員長選出         

・社会教育委員長挨拶                  

・議事 

（１） 令和元年度社会教育関係事業概要について  

① 社会教育課 

② 文化財課 

③ 図書課 

（２）令和元年度社会教育関係団体に対する補助金について 

（３）令和元年度社会教育委員会活動について 

（４）中部地区社会教育委員連絡協議会志太地区社会教育委員研修会について 

（５）その他 

・その他連絡事項 

 

◇ 出席者 委員長  渡邉 徹 

        副委員長    志水 和子 

委 員     滝井 昌彦 

  委 員  髙橋 昭 

        委 員     大畑 涼子 

  委 員  植村 幸代 

委 員     落合 孟郎 

委 員     桑原 光子 

  委 員  浅賀 貞春 

        委 員     近藤 征夫 

        委 員     山本 朋美 

  委 員     池谷 久治 

委 員     志水 みさ代 

委 員     関 宣之 

事務局  佐藤 美代志（教育長） 

        岡村 敏典 （事務局長） 
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見崎 孝之 （社会教育課長） 

杉本 弘行 （文化財課長） 

石上 睦晃 （図書課長） 

山本 桂  （青少年担当主幹） 

植村 和広 （社会教育担当係長） 

小林 功典 （社会教育担当主査） 

阿部 里菜 （社会教育担当事務員） 

１．開 会 

《社会教育担当係長》 開会の宣言 

            ＜配布資料の確認・欠席の報告＞ 

 

２．委嘱状交付 

 

３．教育長挨拶 

   おはようございます。令和元年度第１回社会教育委員会ということで、１５名の委

員の皆様に委嘱状をお渡ししました。今年度は３名が改選ということで、２年の任期

の間、焼津市の社会教育にお力を貸していただきたい。 

先月、静岡県教育長会議で小中学校の不登校が話題になった。小学生はだいたい３

～４クラスに１名、中学生では１クラスに 1.23 名の不登校生徒がいる。特に小学生が

４、５年の間に２倍から３倍に増えている。要因は、県の分析では大きく家庭・学校・

その他の３つに分けられるとされる。要因の割合は、小学校は家庭が８、学校が３、

その他が３で、中学校は家庭が６、学校が８、その他３となっている。このうち、学

校については、教頭会などで子供の人間関係作りへの指導などについて力を入れてい

く等の話をしているが、家庭については学校では親御さんを直接指導することはでき

ず、頭を悩ませている。家庭要因の内容は、両親の不和、虐待やネグレクト、厳しす

ぎるしつけ、スキンシップ不足が大きいものと言われている。このようなことから、

小中学校や幼稚園の PTA の役員会等でも、若い両親に夫婦仲良くしてほしい、意図的

に子供にかかわるようにしてほしいと話をした。これからの子育ての啓発は、家庭教

育など社会教育の世界でないとできないと考えているので、是非社会教育委員の皆様

のお知恵、お力を貸していただきたい。 

 

４．社会教育委員および職員紹介 

   

５．委員長・副委員長選出 

 

６．社会教育委員長挨拶 

   ３点ほど申し上げます。１点目は、新しい委員を迎えてのスタートです。皆で大い

に学びあっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

   ２点目は、いろいろな団体との意見交換会を今年も大事にしながら、焼津市の社会
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教育の課題を明らかにしていきたいと思います。 

   ３点目は、我々の当面の事案として、７月８日の志太地区社会教育委員研修会があ

ります。計画はすでに整っております。最大のおもてなしをして、焼津ここにありと

いう社会教育委員の意気を示したいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

７．議事 

（１）令和元年度社会教育関係事業概要について 

＜社会教育課、文化財課、図書課の順で、資料により各課の事業概要について説明＞ 

    

令和元年度各課事業概要について社会教育委員より質疑 

《渡邉委員長》  青少年相談センターの教育相談事業について、最近はどのような

相談が多い傾向にあるのか。 

《青少年担当主幹》  電話相談、面接相談、メール相談と大きく３つ対応している。内

容としては不登校、学業、進路、家庭内問題などである。 

 

《関委員》    青少年健全育成事業の街頭補導環境浄化活動について、もう少し

柔らかいネーミングにしたほうが良いのではないか、検討をお願

いしたい。 

《青少年担当主幹》  事業名については、補導員が行う街頭補導と、県からの指示によ

り立ち入りなどを行う環境浄化活動があるため、このような名称

になっている。 

《関委員》    事業名としてはこれでよいが、市の活動として愛称的なものを付

けたらどうか。 

《青少年担当主幹》  検討したい。 

 

《池谷委員》   市の行政サイドとして、今年度特に力を入れている重点的な施策

を説明してほしい。 

《社会教育課長》  家庭教育学級の参加できる保護者が減っていることから、就学時検

診時講演会の内容を濃いものにしていきながら、家庭教育事業に

参加できない親御さんにも意識啓発をしていきたいと思っている。 

 

《落合委員》   昨今、子供が親に殺されたりというような大きな事件が問題にな

っているが、家庭の教育力と同じくらい近所の付き合いが重要で

あると考えているが、隣組が機能しなくなりつつあることについ

て、市としてどのように考えているか。 

《社会教育課長》  地域課題としては自治会としても活動を行っていると思うが、簡

単にはできない難しい問題である。 

《落合委員》   子育ての課題解決のためには、家庭教育と近所付き合いは最後ま

で残る問題である。社会教育でもそういったところに切り込んで
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いかないと豊かな子育てができないと思う。ぜひ皆で考えていき

たい。 

 

《渡邉委員長》  八雲文芸作品コンクールに携わっている一人として、小中学校、

高校からの応募が減ってきている。市のほうでも考えていると思

うが、 

《文化財課長》  一昨年は 10 周年記念ということで少し盛り返したが、全体として

は減少傾向にある。小中学校といった子供からの応募が特に減っ

ている。事務局も頭を悩ませており、各学校にお願いに行くのは

当然のこと、夏休みの宿題として検討してもらえないか等様々な

アイデアを考えている。審査員である学校の先生にも相談しなが

ら、市として対応をとっていきたいと考えている。社会教育委員

の皆様からも、よいアイデアがあればお知恵を借りたい。 

《渡邉委員長》  地元の先達である小泉八雲をもっと読んで知ってもらいたい、そ

れが子供を育てる一つの視点でもあると思う。そんな意味で応募

点数が減るのは寂しいことである。地元の文化は地元で大切にし

ていきたいと思うので、社会教育委員の皆さんにもご協力いただ

きたい。 

 

《高橋委員》   図書館利用に困難がある方へのアシストサービスについて、非常

に良い事業であると思う。どのように広報しているのか。 

《図書課長》   広報やいづ、図書館だより、ホームページ等で告知しているが、

利用者についてはまだ広がる余地があると感じている。 

  《高橋委員》   良い事業なので継続してほしい。 

 

（２）令和元年度社会教育関係団体に対する補助金について 

 ＜社会教育課長より資料に基づいて説明＞ 

 

令和元年度社会教育関係団体補助金について社会教育委員より質疑 

《落合委員》   ボーイスカウト、ガールスカウトの人数はどれくらいか。 

《青少年担当主幹》  ボーイスカウトは 132 人、ガールスカウトは 23 人である。 

  《落合委員》   以前に比べてかなり減ったように思う。子供たちを育てる団体に

対して、指導者などで関わる人たちへ指導・育成など、側面から

の支援を市へお願いしたい。 

 

《渡邉委員長》  子ども会連合会へ 38 万円の補助金を支給しているが、どのような

活動に使われているのか。子ども会から抜ける子供が多いと聞く

が、これが有効な金額か検討はしているか。 

《青少年担当主幹》  13 校区、257 単位子供会、約 7300 人の児童と親が加入している。
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事業については、各校区で行った事業の中で、補助金の補助金の

対象となる事業を推薦してもらい、連合会で取りまとめて申請し

ている。 

《渡邉委員長》  補助金の支出が適切かどうか、検証する場はあるか。 

《青少年担当主幹》  申請の中で、適切かどうかチェックを行っている。 

《近藤委員》   補助金は例年支出されているものと思うが、予算・決算など確認

しているということか。 

《社会教育課長》  市子連で行われている事業に対し、１／２補助するということで

38 万円支給しているので、76 万円分の事業の予算・決算について

申請を受け、審査している。市子連全体の予算・決算については

関知していない。 

 

・以上で委員より了承を得た。 

 

（３）令和元年度社会教育委員会活動について 

  〈社会教育委員長より資料に基づいて説明〉 

 

令和元年度社会教育委員会活動について社会教育委員より質疑 

《池谷委員》   第３回社会教育委員会について、小中学校の卒業式と重なる。そ

れぞれの立場で招待されている委員も多く、日程について配慮願

いたい。 

  《社会教育担当係長》  議会の日程等との問題があるので、調整したい。 

 

 

（４）中部地区社会教育委員連絡協議会志太地区社会教育委員研修会について 

〈社会教育担当係長より日程および当日の役割分担について説明〉 

 

志太地区社会教育委員研修会について社会教育委員より質疑および提案 

《池谷委員》   昼食は一般のお客さんもいるので、きちんと時間通りにやってい

く必要がある。過密スケジュールなので、時間的に最後の交流タ

イムにしわ寄せがいってしまう。 

  《渡邉委員長》  委員の皆様にも誘導など協力してもらい対応したい。 

 

《落合委員》   会場が海岸に近い場所なので、地震発生時の避難対応について、

他地区の参加者にもわかるようにしたほうが良い。 

《社会教育担当係長》  緊急時の避難経路については事前に確認しておき、開会前にアナ

ウンスするようにする。 
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５．その他 

 

６．閉 会 

《社会教育担当係長》  閉会宣言 


