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平成 30年度 第１回焼津市社会教育委員会 会議録 

 

 

◇ 日 時 平成 30年 6月 27日（水） 午前 10時～11時 50分 

 

◇ 場 所 和田公民館 会議室４ 

 

◇ 内 容 ・教育長あいさつ 

・社会教育委員長あいさつ 

・平成 30年度教育委員会組織改編について（報告） 

・議事 

（１）平成 30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）平成 30年度社会教育団体に対する補助金について 

（３）平成 30年度焼津市社会教育委員会活動について    ・民生委員・児童委員協議会との意見交換会について報告    ・中社教連志太地区研修会について 

・その他 

（１）大阪地震によるブロック塀倒壊事故に伴う、焼津市内小中学状況

調査について 

 

◇ 出席者 委員長  渡邉 徹         副委員長    山本 朋美 

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  飯塚 善久         委 員     近藤 征夫 

  委 員     池谷 久治         委 員  古谷 光子         委 員     望月 慎 

  委 員     志水 和子 
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事務局  佐藤 美代志（教育長）         中野 俊光 （事務局長） 

冨田 明裕 （社会教育課長） 

杉本 弘行 （文化財課長） 

志賀 美之 （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．教育長あいさつ   不審者情報が一番多く出てくるのは、1年で５，６月になります。小中学校では一番こ

の時期に注意を喚起しているところですが、そのような最中に藤枝であのような事件が

あったし、先日は富山でも事件があった。登下校時に見守って下さる地域のボランティ

アの皆さんがたくさんいらっしゃり、その皆さんの存在は大きいなあと感じている。地

元の子供たちを守ろうという意識の高さとか、地域の絆とか背景にあるのではないか思

っています。この和田公民館でも様々な事業を行っているが、そういうのによって地域

の皆さんの意識や絆が高まれば、なお一層地域の安全も違ってくるのではないかと思っ

ています。今後、この地域交流センターをどのように活用していくかについても、ご意

見を頂ければと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

３．社会教育委員長あいさつ   青少年問題協議会で気になった話題を３点紹介して、挨拶に代えさせてもらいます。
まず１点、市内で多発している交通死亡事故について、ちょっと注意すれば防げる「悔

やまれる」事故であったということ。２点目は藤枝で事件もあり当面はどの地域も見守

りをしっかりやっていくだろうが、大切なのは全体で見守り続けるということ。３点目

は、昨今自分の思いを自分の言葉でうまく伝える事ができず、つい直接行動に出てしま

う子どもが多いということ。私達社会教育委員に関係有る無しではなく、様々な問題に

関心を持って行くことが大切だと感じた。 
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４．議事 

（１）平成 30年度各所属の事業概要について 

〈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〉 

平成 30年度各課事業概要について社会教育委員より質疑 

《古谷委員》    随分前に補導員に青少年の非行について尋ねたところ、警察と一緒
に行かないととても声を掛けられないとのことだった。報告では、

補導員活動として見守りや優しい声掛けをしているとのことだが、

非行の実態はどのようになっているのか。 

《社会教育課長》  非行については、10年ほど前をピークに現在は落ち着いてきている。

危険を伴うような事案は警察に任せ、補導活動としては帰宅を促し

たり、保護者同伴で来るよう指導したりしている。非行が無くなっ

ているわけではなく、低年齢化してきているという問題がある。ま

た、ネット関連のいじめが増えていたりとか、時代とともに問題も

変遷している。 

《古谷委員》    低年齢化しているとは、具体的にどのような実態があるか。 

《社会教育課長》  低年齢化とは、統計的には 14 歳以下のカテゴリーとなる。主には、

万引き・窃盗が一番多い。 

 

《望月委員》    放課後子ども教室は平日ですか。 

《社会教育課長》  静岡福祉大に委託しているわんぱく寺子屋は月１回土曜日、後のも
のは平日となります。 

《望月委員》    明るい街づくり市民大会の１３会場は中学校区か。 

《社会教育課長》  焼津地区のみ第１～第５の自治会単位で、それ以外は中学校区であ
る。 

 

《落合委員》    先程見回りの話題が出たが、見守りは地域の要請で行っているのか、
学校の要請で行っているのか。またそういった人たちへの啓発・研

修はやっているのか。下校時の見守りについては、過剰になってい

て子供らしい自由な行動を邪魔してしまっていたりはしないだろう

か。 

《社会教育課長》  補導という形で行っている見守りについては、地域や学校の推薦で
補導員を出していただいて、19～21時の間に青色のパトロールラン

プを付けて公園・コンビニなどを巡回パトロールしている。           補導員の研修については、啓発冊子を作って委嘱の際に配布してい
る。また、青パトについては登録して研修を受けないと貸与できな

い。 

《事務局長》    登下校の見守り隊については、学校教育課からのわずかばかりの謝
礼で活動してもらっている。落合委員からの、もう少し子供を自由
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にという意見は、学校教育課に伝えさせてもらう。 

《飯塚委員》    見守り隊は学校によってまちまちであり、PTA が主体となっている

ところもあれば、自治会から出してもらっているところや、有志に

よる活動で組織化されていないところもある。焼津西小では危機管

理委員会を立ち上げて、学校との連絡会や発行物の作成など、きち

んと組織化して活動している。一方で、完全に有志によって活動し

ているところも多く、学校からあれこれ指示するのが難しいところ

もある。 

《落合委員》    大阪の地震のように、登下校時に震災が発生した際、見守り隊が子
供達を安全に避難させることができるかどうか、そういった研修を

受けているかどうか、そういったことが大事だと思う。 

《髙橋委員》    大富小学校区の見守り隊をやらせてもらっている。出られるときに
出るという任意参加ではあるが、ビブスを着て立っていれば、それ

だけで啓蒙になる。年１回、学校で総会があり、その時に学校側と

情報交換や話し合いをしている。 

 

《落合委員》    今、若者が非行に走るということは、若者が誰にも相談できず、地
域で居場所がないということではないかと思う。犯罪を生まれる前

に地域でそういう少年がいたら手を差し伸べるのが社会教育の本筋

ではないかと思う。 

《社会教育課長》  青少年健全育成事業の中でできることがあるかと思う。自己肯定感
を持つようにするというところでは、青少年ボランティアが自ら社

会に入っていくという意味で良い事業であると思う。 

 

《近藤委員》    図書館事業の新聞記事データベースの活用について、市のホームペ
ージで公開されているという事か。 

《図書課長》    新聞記事のデータベースということで、静岡新聞と日経新聞の記事
を検索できる。図書館として契約しているので、来館して利用者パ

ソコンからでないとアクセスできない。 

《落合委員》    導入したデータベースは静岡・日経以外は無いのか。あと古い記事
はどのくらいから蓄積されているのか。 

《図書課長》    静岡・日経だけである。静岡新聞は昭和４０年代からある。（焼津図
書館の原本保存。データベースは昭和 63年から検索可） 

《落合委員》    歴史を勉強しているのものからすれば、明治時代とかの古い資料も
入手できればありがたい。 

《図書課長》    焼津図書館にない資料でも、県外や国立国会図書館から取り寄せる
こともできる。 
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《池谷委員》    図書館内に音楽 CDを流すイベントについて、反応はどうか。 

《図書課長》    毎回アンケートを取っているが、図書館では静かに読書をするとい
う考えから、音楽を流さない方が良いという声も確かにある。感じ

が変わって良い、あるいはどちらでもいいが８割以上である。年に

数回、日を決めてなので受け入れてもらっていると思う。選曲につ

いても、聞き流せるような音楽を選んでいる。 

 

 

（２）平成 30年度社会教育関係団体に対する補助金について  〈社会教育課より資料に基づいて説明〉 

委員より質疑   《滝井委員》    子供の数が減って、子ども会が組織として成り立たなくなって
きているという声を聞いた。焼津市の状況はどうか。 

《社会教育課長》  少し古い数字だが、平成 26年５月現在で 273単子、約９千人で

ある。少子化で子供の数が減っているのもあるし、子ども会に

加入しない世帯が増えてきているという事情もある。 

《渡邉委員長》   学校教育の中で、子ども会とはどういう位置づけなのか。 

《飯塚委員》    子供達の縦の繋がりが養われるということで、重要なことと考え
ている。 

《山本副委員長》  先日の民生委員との意見交換会の中で出た話で、地域コミュニテ
ィに親自体が参加しなくなってきているので、子供達も子ども

会に参加しない、集団登校しないというようになってきている。           また、学区編成が地域の繋がりを難しくしているということがあ
るのではないか。 

《大畑委員》    子供が低学年の時、やんちゃで周囲や上級生の世話になったのに、
いざ上級生になると大変だからと子ども会を抜けてしまう、と

いった話も聞く。コミュニティだけでなく各家庭の問題が地域

の中に影を落としている。 

 

《桑原委員》    昨年度、市子連の使途不明金問題が新聞で報道されていたが今年
度は問題なかったか。 

《社会教育課長》  平成 28年度市子連会計において、前事務局長による 800万円超

の使途不明金が発覚し、現役員による返還請求が裁判所に提出

され、現在係争中である。補助金については、球技大会と言っ

た育成事業に対しての補助であり、それらの事業については適

正に執行されているので交付している。 

 

《落合委員》    焼津ホタル研究会事業に対する補助金が平成 28年度よりカット
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された。そのような活動にも助成金を出して欲しい。   《社会教育課長》  補助金を打ち切った理由として、部活動の範囲で活動できると
いう事、市外見学に市のバスを出すことなどで援助できる事が

ある。    

 

（３）平成 30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〉   ○民生委員・児童委員協議会との意見交換会について    ・意見交換会を開催したことで、それぞれの活動が理解できた。    ・若い人達の地域活動への参加が少なくなってきていて、地域がつながっていくこ
とが難しい世の中になってきている。    ・温泉停止が問題になっているが、大井川港という観光資源を生かして富士山静岡
空港からの観光客を呼べないか。 

・中心市街地が空洞化する一方で、豊田地区は人口が増加して地域運営が難しくな

っている。 

○中社教連志太地区研修会について 

・事例発表は近藤委員にお願いする。 

・来年は焼津市主催となる。今後、内容等について検討していくことになるので良

く見ておいてほしい。 

 

 

６．その他 

○大阪地震によるブロック塀倒壊事故に伴う、焼津市内小中学状況調査について（報告）  《事務局長》 大阪地震によるブロック塀倒壊事故に伴い市内２２小中学校にて緊急
に調査を実施。港小・港中・大富中・和田中にブロック塀があり、こ

の内港中・和田中にて建築基準法上の問題があった。４校とも、撤去

する方針である。 

 

 

７．閉 会 

《社会教育担当係長》 閉会宣言 


