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令和元年度 第３回焼津市社会教育委員会 会議録 
 

 

◇ 日 時 令和 2 年 3 月 11 日（水） 午前 9 時 30 分～11 時 10 分 

 

◇ 場 所 焼津市役所大井川庁舎３階 大会議室 

 

◇ 内 容 １．開会 

２．教育長あいさつ 

３．社会教育委員長あいさつ 

４．議事 

令和元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 

５．協議事項 

（１）公民館のあり方検討について 

（２）令和２年度社会教育委員活動方針について 

６．その他連絡事項 

（１） 「焼津市はたちの集い」について 

（２） コミュニティスクール／地域学校協働本部について 

（３） 静岡県中部社会教育委員連絡協議会について 

７．閉会 

 

◇ 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   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   池谷 久治 

        委   員   山本 朋美 

        委   員   清水 みさ代 

        委   員   関 宣之 
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事 務 局   佐藤 美代志（教育長） 

岡村 敏典 （事務局長） 

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．教育長あいさつ 

  お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。通常であれば、３月に入っ

て公園や庭の花が梅から早咲きの桜に代わり･･･などといった挨拶をするのですが、世間

の主役は完全に新型コロナウイルスです。歴史的緊急事態ということであり、社会全体

が振り回されている状況です。早く沈静化して、普通の社会生活が取り戻せたらと思っ

ております。 

新型コロナウイルスに関して教育委員会の取った措置についてですが、幼稚園・小中学

校を３月３日から臨時休園・休校としました。３月１８、１９日を成績表渡しの登校日お

よび卒園式・卒業式とし、式の出席者も、卒園・卒業生とその保護者、教職員と必要最小

限で執り行います。本来なら在校生とともに盛大に送り出してあげたいところですが、い

たしかたない事と考えています。また、休園・休校中に学童保育に預けることができない

ご家庭もあるということで、３月４日から各幼稚園・小学校で希望者の一時預かりをおこ

なっています。また、公民館・図書館といった公共施設については、臨時休校中は高校生

以下の利用を制限しております。いろいろなご意見もあるとは思いますが、ご理解のほど

よろしくお願いします。 

   

 

３．社会教育委員長あいさつ 

  大変な時期ではありますが、今私たちにできることは、お互い自分の健康に十分気を付

けることしかないのかなと思います。 

  先日、総合教育会議の席で、教育委員から、４月１２日に行われた教育委員と社会教育

委員の意見交換会が大変良かったので、今後もできれば続けたいとの話があった。教育

委員・社会教育委員が共に手を取って市政のため、子供たちのために頑張るのは当然の

務めなので、今後の活動が活発になるのを期待しています。 
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４．議 事 

（１）令和元年度各所属事業実績について 

＜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＞ 

 

＜各課事業実績について社会教育委員より意見・質疑＞ 

《関委員》     図書館の関係で、行政各部署と連携した事業 PR と、関連資料の特集

展示とあるが、市所有の書や絵画といった美術品について、何課が所管

で、どこに保管されているのか。 

《社会教育課長》  文化交流課が所管しており、主に上泉配水場の空き部屋に保管されて

いる。 

《関委員》     新庁舎もできるので、そういったものが市民にも見えるような形で展

示できたらどうかと思う。 

 

《志水委員》    コロナウイルス関係で、子供の行く場所が次々と閉鎖になっており、

唯一行けるのが公園ということで、今、公園も子供があふれてしまって

いる。小学校などの校庭を開放するというのはどうでしょうか。障碍を

持った子供の放課後デイサービスをやっており、一日部屋に閉じこも

るのもよくないので午後は公園等外に出るようにしているが、公園も

人が増えてしまって行き場所に苦慮しており、フェンスに囲まれて安

全な校庭なら、と思い質問した。 

《事務局長》    一時預かりや学童の子供には時間を区切って開放しているところも

あるが、それ以外の子は自宅待機ということになっている。今回の措置

は、あくまで感染拡大防止のためにできるだけ出歩かない為のもので

あり、公園も団体での利用は制限しているので、ご理解いただきたい。 

《浅賀委員》    豊田小学校の場合、学童が隣接しており、人数が多くなっているので、

時間を区切ってグラウンドを使用している。また、学校で受け入れてい

る子供も、ずっと室内では厳しいので、昼休みの時間は外に出るように

している。不特定多数の利用ということになると、怪我・事故の問題も

あるので、ちょっと難しいと思う。 

《渡邉委員長》   貴重な意見だと思う。無理なことは仕方がないが、子供の解放は大事

なことなので、ちょっと耳に入れておいてほしい。 

 

《渡邉委員長》   歴史民俗資料館、八雲記念館の利用者が増えていて喜ばしいことだが、

要因をどのように分析しているか。 

《文化財課長》    明確にこれといった要因ははっきりしていないが、タイムリーな企

画展示を打てた、ということがあると思う。歴史民俗資料館では、昨

年２月から５月に昭和に関する展示を開催した。東京オリンピック開

催に伴い昭和に関する企画は全国各地で行われたが、焼津では家電・

日常品といった生活に密着した道具を展示し、実際に触れることがで
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きるようコーナーをもうけるなど工夫した結果、リピーターが多かっ

た。八雲記念館でも、ゲームとコラボレーションした企画をしたとこ

ろ、普段来ないような若い女性が全国から来館し、ＳＮＳで情報発信

してくれて更に来館者を呼んでいた。新たないくつかの試みがマッチ

し、さらに展示内容を工夫したことが来館者増につながったと考えて

いる。 

 

《関委員》     先日、まちづくり市民集会大ワールドカフェが開催されたが、その中

で、普段地域の中であいさつがなくなってきており、コミュニティ活動

を活発にするためにもあいさつ運動が重要なのではないかと話題にな

った。社会教育でも色々な機会があるので、折に触れてあいさつの推進

を伝えてほしい。 

 

 

５．協議事項 

（１）公民館のあり方検討について 

＜小林主査より資料に基づき説明＞ 

  ・これまでの公民館運営審議会、社会教育委員会、庁内検討会で出された意見のまとめ。 

① 社会教育（生涯学習の場）としての役割の継続 

② 社会ニーズの変化への対応（高齢化、防災、学校連携、まちづくり、子育て、住

民による行政の補完） 

③ フリースペースの拡充（交流スペース、居場所、気軽に使えるサロン、ふれあい

ルーム活用等） 

④ 利用者層の拡大（利用基準の緩和、営利、政治、宗教をどこまで認めるか） 

・社会教育の拠点施設と地域の交流拠点施設を併せ持つ「地域交流センター」への転換

を方針案として説明。 

・地域交流センターを拠点として、地域・学校・企業・個人・行政が交流および連携し

て生涯学習活動、地域交流活動を行って、地域課題を解決していく。 

・実現のための具体的な取り組みとして次の３点を実施 

① 利用基準の緩和 

地域の物販イベントや企業による料理教室、友人との交流会、ママ会等も可

能とする。政治、宗教の利用については施設の政治的、宗教的な中立が守ら

れるレベルで基準をどうするかを検討していく。 

② 居場所・交流スペースの拡充 

誰でもいつでも利用可能な交流スペースを設置する。すでにロビー等のフリ

ースペースがある公民館については、それを生かしていく。 

③ 地域人材の活用 

地域と連携・交流を進めるために、それぞれの活動を繋ぐコーディネーター

の役割を担う人材や、実際に活動をするボランティアを活用する。具体的な

方法等については、既存のコミュニティ組織を活用する等、今後検討してい
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く。 

・詳細については、公民館運営審議会や社会教育委員会、庁内検討等により精査してい

く。 

 

＜公民館のあり方検討について社会教育委員より意見・質疑＞ 

《近藤委員》   「地域交流センター」という名称は決定か。 

《社会教育課長》  現在、和田地区が公民館・放課児童クラブの複合施設として「和田地

域交流センター」という名称になっているので、他地区も「地域交流セ

ンター」という名称になっていくと思う。 

《近藤委員》    公民館事業は、館長が諮問機関である公民館運営審議会に諮りながら

進めている。公民館のあり方も社会教育課・館長・公民館運営審議会で

意思疎通をしっかり行いながら検討してほしい。 

 

《関委員》     地域交流センター化については大賛成です。連携部局として多くの部

署が示されているが、これらと横断的に連絡調整して事業を実施して

いくには市長部局が所管すべきと考えるので、参考にして検討してほ

しい。 

 

《桑原委員》    交流センター化について、時期的なものはどうなっているか。 

《社会教育課長》  これから庁内で詳細を詰めていくので、具体的な移行時期については

未定です。 

 

《滝井委員》    社会の変化に応じて公民館が交流センターに変わっていくことは良

い事と思う。生涯学習の拠点機能を残した上で、コミュニティ活動をも

っと膨らめた形で加えていくと解釈したが、求められる機能がかなり

大きくなると感じた。今の公民館でも人員的にさほど多くはないと思

うので、機能が増えたらやっていけるのかなという懸念がある。 

 

《池谷委員》    生涯学習というものを皆さんがどのようにとらえているか。単に個人

の学習とか、生きがいづくりだけではなく、家庭教育や地域活動、青少

年健全育成などすべて包括して生涯学習であると考える。平成２年頃、

各市町で生涯学習推進大綱を策定していると思うが、社会教育委員と

して焼津市が生涯学習をどのようにとらえてどのように進めていきた

いのか確認しておく必要がある。 

          また、公民館の機能が増え、利用者も増えるということを考えれば、

公民館がパンクしてしまう。地域には地区公会堂もあるが、利用状況は

年々下がってきていると報告を受けている。地域活動について、公会堂

も活用することで活動を分散させることを考えてもよいのではないか。

公民館を利用したい人が利用できない状況は避けたい。 
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《近藤委員》    営利利用や政治・宗教活動での利用について触れられているが、公民

館の利用を促進したいというなら、もっと地域に対して活動を呼び込

みできる余地があると思う。公民館だよりが地域に配布されているが、

見てない人も多いのではないか。社会教育委員にも公民館活動を周知

してほしい。 

 

《落合委員》    公民館が地域交流センターに横滑りするのではなく、今までの活動を

検討して、残すべきものは残し、切り捨てるものは切り捨てて、新しい

交流センターを構築していくべきである。地域というものは何かとい

うことをもう一度考え、すべての人を受け入れる交流センターであっ

てほしいと思う。 

 

（２）令和２年度社会教育委員活動方針について 

＜渡邉委員長より説明＞ 

・４月に家庭教育の諸問題について教育委員と意見交換を行ったが、家庭教育への関心

が高まっていると感じている。そこで、親の抱える悩みや相談事を具体的に知った上

でこの問題に取り組みたい。４～５月頃に、相談業務を担当する部署の職員との意見

交換を計画しているので承知おき願いたい。 

・それ以降の活動については、６月の新しい体制の下で決めたいと思う。 

 

 

６．その他連絡事項 

（１）「焼津市はたちの集い」について報告 

＜山本青少年担当主幹より、令和２年はたちの集いについて資料に基づいて報告＞ 

・大井川・焼津会場の 2 か所（3 地区、６地区）集中方式とし、開催時間をずらして市長

の祝意を両会場で直接伝えられるように開催した。 

・記念誌についても従来の中学校単位の記載から、焼津市としてお祝いを伝える内容に変

更した。 

・警察、補導員、交通安全指導員の皆様の協力により、当日大きなトラブルも発生せず、

運営することができた。 

・新成人アンケートでも、参加して良かったという意見が多い。 

・新成人の新たな門出を、焼津市としてお祝いすることができたと思う。 

 

（２）コミュニティスクール／地域学校協働本部について 

 ＜植村社会教育担当係長より制度について資料に基づき説明＞ 

・コミュニティスクールとは、学校内に「学校運営協議会」という会議を設置して、地域

の方や保護者による委員に、学校運営の基本方針に対する承認や、学校の運営全般に対

し意見を申し出でてもらうなど、地域住民の声を積極的に学校運営に生かし、地域と一

体となって特色ある学校づくりを進めていく制度である。 

・学校は、学校運営協議会を通じて、地域の人材を、授業支援、登下校時の安全確保、学
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校行事等に活用していく体制を構築することができる。 

・地域の側の受け皿となるのが、地域学校協働本部であり、学校からの求めに応じて調整

や人材の確保を行う窓口となるとともに、学校に対しても地域行事や防災訓練などを

連携して行っていく。 

・焼津市では、この地域学校協働本部を市内９公民館に配置し、コミュニティ推進協議会

を活用しながら運営、公民館長等がコーディネーターとしての役割を担うことを構想

している。詳細については、各コミュニティの実情にあわせながら体制を構築していく

予定である。 

・本年度より、「焼津市コミュニティスクール準備委員会」が発足し、導入に向けた作業

が進められている。令和５年度までに、市内公立小中学校のすべての中学校区に「学校

運営協議会」の設置することを目標とており、モデル地区として令和３年度より東益津

中学校区、令和４年度より大富・港・大富中学校区に「学校運営協議会」を設置する計

画である。 

 

（３）静岡県中部社会教育委員連絡協議会について 

＜植村社会教育担当係長より報告＞ 

・中嶌るり子現中部社会教育委員連絡協議会会長（菊川市社会教育委員長）が、令和２年

度より県社会教育委員連絡協議会会長に就任ことになり、現中部地区副会長である渡

邉委員長が中部地区会長に就任することとなる。 

・規約により、任期途中での交代は、前会長の残任期を務めることになっているので、任

期は令和２年度末までとなる。 

・規約により、会長所属が中部地区事務局を務めることになっているので、令和２年度は

焼津市が中部地区事務局となる。 

 

７．閉 会 

《社会教育担当係長》 閉会宣言 


