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平成 30 年度 第３回焼津市社会教育委員会 会議録 

 

◇ 日 時 平成 31 年 3 月 15 日（金） 午後３時～５時 

 

◇ 場 所 焼津市役所 会議室棟 102 号室 

 

◇ 内 容 ・社会教育課長あいさつ 

・社会教育委員長あいさつ 

・議事 

（１）ターントクルこども館整備事業について（子育て支援課） 

（２）平成 30 年度各所属事業実績について 

   ①社会教育課 

   ②文化財課 

   ③図書課 

（３）平成 30 年度焼津市社会教育委員会活動について 

   ①中部地区社会教育委員連絡協議会第３回役員会 

②第３回焼津市総合教育会議 

③市政座談会（ランチミーティング） 

・協議事項 

（１）平成 31 年「焼津市はたちの集い」実施報告について 

（２）平成 32 年「焼津市はたちの集い」実施計画について 

（３）平成 31 年度志太地区社会教育委員研修会について 

・その他連絡事項 

（１） 教育委員との意見交換会について 

（２） 社会教育委員改選について 

 

◇ 出席者 委 員 長 渡邉 徹 

        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   石野 雄大 

        委   員   近藤 征夫 

  委   員   池谷 久治 

        委   員   古谷 光子 
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        委   員   志水 和子 

事 務 局   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） 

こども未来部   見原 照久 （こども未来部長） 

鈴木 利明 （こども未来部子育て支援課長） 

 

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．社会教育課長あいさつ 

  改めまして、こんにちは。大分良い陽気になってきました。今回は本年度３回目の社

会教育委員会ということで、２年任期の最後ということになります。今までの学習の成

果を出していただいて、次年度につなげていたければと思います。今回はこども未来部

の方からもターントクルこども館の整備についてご説明させていただきます。今日はよ

ろしくお願いいたします。 

 

３．社会教育委員長あいさつ 

  今年度、市民に社会教育委員の存在、意義や役割を周知したいという願いで、いろい

ろ提案し活動してきた。社会教育委員の「見える化」に向けて努力してきて、結果どう

かわからないが、今後も努力を続けていくことが大事と思っている。 

  それから、意見交換会を開催してきたが、それだけでは終わらず、焼津市の課題がな

にか意見交換会での意見を集約し、成果物に表していって 今後につなげることも考え

ている。時間的にそこまではできていないが、今までの活動を振り返りながらこんな活

動を、という意見があれば寄せていただいて、次年度以降も充実した活動にしていけれ

ばと思っている。 

 

４．議 事 

（１）ターントクルこども館整備事業について 

＜こども未来部長よりターントクルこども館整備事業について説明＞ 

 

《渡邉委員長》   第３回総合教育会議で当事業の説明があり、これは社会教育委員の

皆さんにも承知しておいてほしいと思ったので、今回の定例会での説

明をお願いした。 
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《桑原委員》    利用については有料か、無料か。 

《子育て支援課長》  現在、管理運営計画を策定している。その中で検討して今後示して

いく予定です。 

《池谷委員》    名前のように、たんと来る施設になってくれることを期待している。 

          完成予想図の中に駐車スペースは無いようだが、駐車場整備はどの

ようになっているか。 

《子育て支援課長》  障がい者用駐車場は基準に従って配置する予定です。一般者用のス

ペースは、駅前通りを５０メートルほど進んだ民地を買収して駐車場

として整備する予定です。 

《池谷委員》    駐車台数は何台くらいか。 

《子育て支援課長》  面積だけなら４０～５０台くらいだが、敷地が整形でないため置き

方を検討するとそれよりも若干減ると思う。 

《高橋委員》    旧１５０号線に面したところが広場になっている。植え込みはある

が、鬼ごっこなどをして道路に飛び出さないか心配である。 

《子育て支援課長》  交通安全については色々なところから指摘を受けている。現在実施

設計に向けて計画をしているが、低木の植栽だと跨げてしまうので幅

をとるとか、フェンスだと解放感が無くなってしまうので見た目を工

夫したもので囲うとか、十分な安全対策をとるよう検討している。 

《渡邉委員長》   社会教育委員の関心が非常に高いので今後も情報を寄せる事をお願

いしたい。 

 

（２）平成 30 年度各所属の事業実績について 

＜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実績について説明＞ 

 

平成 30 年度各課事業実績について社会教育委員より質疑 

《近藤委員》    公民館図書室をもう少し活性化したい。公民館図書室の書籍はどの

ように配架されているのか。 

《図書課長》    公民館図書室の書籍は図書館の所蔵である。公民館図書室間で入れ替

えを行い、新刊も毎月配架していて人気書は８館分購入している。予約

書を公民館図書室で受け取ることもできる。 

 

《近藤委員》    文化事業について、場所的な制約もある中で事務局も苦慮している

と思うが、定員や参加人数はどうなのか。 

《文化財課長》   八雲記念館の事業については、記念館にまず来ていただくことが一

つの目的なので一番奥の多目的室を使っているが、そうすると５０人

程度で目いっぱいとなる。歴史民俗資料館は部屋を持っていないので

事業では文化会館３階会議室を主に使用しており、１００人が限度で

ある。子供体験学習では、指導として職員がつかなければならないの

で２０人が限界であり、午前午後 2 回開催にしてより多く参加しても
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らえるよう工夫している。 

 

《滝井委員》       少年の船について、焼津ならではの行事ということで大事にしてほ

しいと思う。参加した生徒はどのように募集しているのか。 

《社会教育課長》   少年の船に限らず、海の子山の子交流事業も同じで、参加したい

という希望者の方がいて、定数を超えた場合には抽選を行っていま

す。 

 

《池谷委員》     図書館の新規事業「英文多読講座」について、新たに始めた目的

と成果について教えてほしい。 

《図書課長》     この事業は、近隣５市２町で行っている「しずおか中部連携中枢

都市圏地域課題解決事業」として助成金の申請を行い、採択されて

開催が実現した。静岡県立大学言語コミュニケーション研究センタ

ーと連携し講師を派遣してもらった。他にも多言語多読 NPO の理事

長にも協力してもらい、３回開催した。国際化ということで、２０

２０年度より小学校で英語が教科となるため、図書館でも英文図書

資料を充実させ、英文に親しんでもらいたいと考えている。辞書を

使わずに読む簡単な表現の英文の資料を４月から利用できるように

準備している。 

  《池谷委員》    開催して反応はどうだったか 

  《図書課長》    関心のある人が多かったと感じた。親子で参加していたり、小学生 

の参加者もいた。レベルに合わせて選べるようになっており、「興味

が持てた。」「読書会を開いてほしい。」との声も聞かれた。来年度も

同事業に応募する予定である。 

 

 

（３）平成 30 年度社会教育委員会活動について 

 ①中部地区社会教育委員連絡協議会第３回理事会（３月）について 

＜社会教育委員長より報告＞ 

  ・平成 31 年度について、会長が鈴木一行牧之原市社会教育委員長から中嶌るり子菊川

市社会教育委員長に交代となる。焼津市は副会長の当番市となる。 

  ・焼津市が当番となる平成 31 年度志太地区社会教育委員研修会について研修費予算 12

万円が承認された。 

  

 ②第３回総合教育会議について 

 ＜社会教育委員長より報告＞ 

  ・以前にも傍聴していたが、今回は市長の配慮で、副市長席の隣に社会教育委員長席

を設けていただいた。社会教育委員会の存在を大事にしていただいていると感じた。 

  ・協議内容について、社会教育にも関係することであると非常に感じた。社会教育委
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員の思いもこういった場で伝えていき、焼津市の教育をより充実させていきたいと

強く感じた。 

 

《近藤委員》    文化振興・スポーツ関係が総合計画の中で重点推進事項として協議

されていたが、社会教育に大いに関係していると思う。できれば社会

教育委員長にも総合教育会議に定期的に出席してもらい、 社会教育

委員としてやることを会議の中で言ってもらった方が良いと思う。 

《社会教育課長》  総合教育会議とは、教育とは教育委員会の中だけで話すものではな

く、市長部局まで波及して行っていくものであるという認識のもと、

市長と教育長が同じ場で教育委員も交えて、教育だけの視点だけでな

く、市の施策としての視点からも含め総合的に会議を行っていくとい

うものです。議題についても、委員から提議も行われています。誰で

も自由に傍聴できるものであり、委員長に継続的に参加してもらうの

も一つの方法であると思う。 

 

５．協議事項 

（１） 平成 31 年「焼津市はたちの集い」実施報告について 

  ＜青少年担当主幹より資料に基づいて説明＞ 

・３地区合同集中方式による式典を開催。当日の運営では、開催時間をずらすことに

より、全会場で市長が直接祝意を新成人に伝える事が出来た。市長や来賓が間に合

うのか心配もあったが、車の渋滞等による遅延もなく、余裕を持って執り行うこと

ができた。 

・改善すべき点はあるものの、大きなトラブルもなく、挙行することができた。 

  ・式典開催方法については、早めの周知を行ったのが良かったと思う。 

  ・民法改正後も２０歳を対象にお祝いを行うことを全国でもいち早く発表したため、

マスコミ報道等で大きく取り上げられた。県内外の自治体から多くの問い合わせが

来ている。 

  ・昨年より当日協力者を減らしたところ、大きなトラブルはなかったが問題が発生し

たら対応しきれないことも分かったため、人数を増やすことも検討したい。 

  ・来賓・主催者席を会場後方に設けたところ、紹介の際に振袖の新成人が振り返るの

が大変そうだった。 

 

（２） 平成 32 年「焼津市はたちの集い」実施計画について 

＜青少年担当主幹より資料に基づいて説明＞ 

 ・引き続き、集中方式による開催とするが、焼津文化会館については、来賓・家族含め

て午前午後とも空席が目立ったことから、午後の部をやめて６地区合同で午前中開催

としたい。大ホールは１３１０人収容であるので、開催は十分可能と考えられる。こ

の件については、市長より少し開催方法を見直しても良いのではないかとの意見をい

ただいている。 
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 ・開催時間については、会場準備、主催者・来賓等の移動を考慮して大井川文化会館３

地区を１０時開式、焼津文化会館６地区を１１時開式とする。 

・第１部式典が３０分では短いのではないかとのいう意見もあった。お祝いとして、両

会場にてそれぞれ焼津・大井川吹奏楽団よる３曲程度約２０分のコンサートを式典後

に行う。両楽団からは、活動のＰＲにもなると良い返事をもらっている。 

・その後は、各地区に分かれて新成人実行委員会が企画する内容の第２部を行う。 

 ・社会教育委員は、地区に分かれて主催者として新成人受付を行っていただき、式典の

時は壇上に配置するという形に変更したい。 

 ・恩師の位置については、最前列の横手または最前列正面辺りに配置し、式典の際に壇

上に上がってもらい個別ではなく全体として恩師として紹介したい。 

・記念誌の内容について、これまでは小中学校区単位の記載となっているが、市外通学

だった新成人等にも配慮して、地区毎や市全体として新成人をお祝いする内容に変更

する予定である。具体的には、小中学校毎記載していた恩師の言葉は、学校の記載を

やめて小中学校恩師の部として記載し、また青少年問題協議会委員や社会教育委員な

ど各団体の長や、焼津出身の有名人からお祝いの言葉を頂いて記載したい。 

・社会教育委員会では、２会場による開催、開催時間、お祝いコンサート、恩師の配置

位置について、これで良いか協議をお願いしたい。 

 

《石野委員》  当日、焼津文化会館会場の設営をお手伝いさせてもらった。3 地区毎でも

文化センターのロビーが非常に混みあっていた。６地区ということになると、

受付から席までの誘導をスムーズにしないと、ロビーやホワイエに人がたま

ってしまうことが危惧される。そこの流れをどのように考えているか伺いた

い。 

《青少年担当主幹》  今年はホワイエ入口扉１カ所を開放して受付を行ったので、入り口が

混み合った。来年は入口扉２か所を開放し、ホワイエの奥の方で受付を行

うことで解決できると考えている。 

 

《古谷委員》   県外に出ている新成人にとって、正月と成人式の両方に帰省するのは

経済的な負担が大きく、学校が始まっているはたちの集いの日は帰省しな

いという選択する子も多いと思う。近隣だと静岡市や浜松市では正月三が

日に開催しているが、焼津市でもそういった子に配慮したほうが良いので

はないか。 

《青少年担当主幹》 焼津市では平成１２年頃社会教育委員で成人の日の前日日曜にすると決

めた経緯がある。今後、そのような声が多くなるようであれば、社会教育

委員会の中で検討していきたい。 

 

《落合委員》  お祝いコンサートについて、中学生の吹奏楽部が行えば、先輩である新

成人も静かに聞くのではないか。 

《池谷委員》  部活動は３年生が引退してしまっている時期であり、なかなか厳しいと
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思う。大井川地区はこれまでも吹奏楽団による国歌・市民歌の演奏や、２

曲ほどお祝い演奏を行っている経緯もあり、このやり方で良いと思う。 

 

《青少年担当主幹》 恩師の配置位置についてはどうか。 

《渡邉委員長》 主役はあくまで新成人である。恩師は正面ではなく横手で良いと思う。 

 

（３）平成 31 年度志太地区社会教育委員研修会について 

 ＜渡邉委員長より研修要項案を説明＞ 

・市長および水産部に水産都市焼津を徹底的に理解する研修内容ということで相談したと

ころ、熱心に応援してくれて会場、見学先、昼食会場など非常に多くの提案があった。会

場の深層水ミュージアムについても、月曜休館であるが対応してもらえるということであ

る。 

・活動事例発表者を決める必要がある。改選時期と重なるので、継続して社会教育委員を

引き受ける方の中からお願いしたいので、今後相談させてもらう。 

 

６．その他連絡事項 

・教育委員との意見交換会について 

・社会教育委員改選員ついて 

 

７．閉 会 

《社会教育担当係長》 閉会宣言 


