平成 26 年度

第１回木更津市生涯学習推進協議会
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計画等の計画期間のイメージ
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６

会議 の概要

（進行）
ただ今より木更津市生涯学習推進協議会委嘱状交付式を開催いたします。
お名前をお呼びいたしますので、恐縮ですが自席にてご起立下さい。なお、委嘱状交付に
つきましては、木更津市生涯学習推進本部・副本部長の教育長から行います。
【委嘱状 交付】
（進行）
続きまして、初谷教育長よりご挨拶申し上げます。
（初谷教 育長）
皆さん、こんにちは。
熱中症の警報が毎日出ている連日の猛暑の中、また、お忙しい中お集まりいただき、あり
がとうございます。そして今、委嘱状を一人一人お渡ししたのですが、今回、生涯学習推進
協議会委員を快く引き受けていただき厚く御礼申し上げます。
14 名の内 6 名、ほぼ半数に近い方が新しく委嘱ということですが、木更津市生涯学習推進
協議会は、資料にも綴じ込まれていますが、市長が木更津市の生涯学習を推進するにあたっ
て、広く市民の意見や要望を取り入れて、生涯学習の施策展開に反映させるという主旨で設
けられております。皆様におかれましては、各会を代表するそれぞれ生涯学習、社会教育に
造詣の深い、実践を積み重ねた方でありますので、是非、木更津市の生涯学習推進について
私達、事務局に様々なご意見、ご指導をいただければありがたいと考えております。
今年度、木更津市の生涯学習推進について何点かに渡ってその重点目標・施策を中心に説
明をさせていただき、ご意見・ご要望等を伺って参ります。そしてまた、もう一つ新たな課
題として、今の時代の課題等をふまえた、新しい基本構想・計画の策定についても説明をさ
せていただいて、ご意見を頂戴したいと考えています。
暑い中で大変恐縮でありますが、よろしくお願いいたします。
（進行）
ありがとうございました。以上を持ちまして委嘱状交付式を終了いたします。
それでは、ただ今より、平成 26 年度木更津市生涯学習推進協議会第 1 回会議を開催いた
します。
委員 14 名中 14 名の出席です。会議の成立要件については、生涯学習推進協議会設置要綱
に特に規定はありませんが、委員の 2 分の 1 以上の出席となってあります。なお、本会議は
木更津市審議会等の会議の公開に関する条例施行により公開されておりますが、本日の傍聴
人は 0 人です。
以上、ご報告させていただきます。
それでは、委嘱替えに伴いまして、新たに委員になられた方もいらっしゃいますので、お
手元の名簿順に従いまして自己紹介をお願いいたします。所属団体や役職、日頃どのような
活動をされているか等、お話しいただけると幸いです。

−

委員自己紹介

−

（進行）
ありがとうございました。続きまして、教育委員会事務局職員より自己紹介をさせていた
だきます。改めまして教育長からよろしくお願いいたします。
−

事務局自己紹介

−

（進行）
ありがとうございました。それでは早速、議題に入りたいと思いますが、委嘱替えをして
初めての会議ですので、慣例により会長が決まるまで事務局で進行させていただきたいと存
じますがよろしいでしょうか。
−

異議なしの声

−

（進行）
異議がないようですので、事務局で進行させていただきます。
協議事項（1）「生涯学習推進協議会会長および副会長の互選について」ですが、生涯学習
推進協議会設置要綱第 5 条によりますと、「本会の会長及び副会長は委員の互選による」と
なっております。いかがいたしましょうか。
（宮﨑委 員）
事務局案はありますか。
（事務局 ）
それでは、会長には木更津工業高等専門学校校長の「前野委員」、副会長には木更津市体育
協会の「佐久間委員」を推薦したいと思います。
（進行）
事務局案を提案させていただきました。ご承認いただける方は拍手をお願いいたします。
−

委員の拍手

−

（進行）
ありがとうございます。全会一致でご承認いただきましたので、前野委員を会長に、佐久
間委員に副会長をお願いいたしたいと存じます。
それでは前野会長、佐久間副会長、席をお移り下さい。それでは、前野会長、佐久間副会
長よりご挨拶をいただきたいと存じます。

（前野会 長）
慣れておりませんので、行き届かないところがあると思いますが、よろしくお願いいたし
ます。
生涯学習推進ということですが、これから高齢化がだんだん進んでいくと思います。どの
様に良いアイディアを出し合って対応していくのか、ということを考えていきたいと思いま
すのでよろしくお願いいたします。
（佐久間 副会長）
会長を補佐する役として務めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
（進行）
ありがとうございました。生涯学習推進協議会設置要綱第 6 条により、前野会長に本会議
の議長として今後の議事進行をお願いしたいと存じます。
（前野会 長）
それでは、これより議事進行を務めさせていただきます。
「平成 26 年度生涯学習関係重点目標・施策及び生涯学習関係事業について」の議題に移
らせていただきます。事務局から説明を受けたのち、質疑の時間を設けたいと思いますので
よろしくお願いいたします。
それでは、今年度の生涯学習関係重点目標・施策の後、各事業について、ご説明よろしく
お願いいたします。
−

事務局説明

−

（前野会 長）
ありがとうございました。ただ今ご説明があった事業につきまして、皆様からのご質問、
ご意見がありましたらお願いいたします。
（石井委 員）
キャンプ場が古くなってきたということですが、困っていないのですか。
（石井生 涯学習課長）
少年自然の家キャンプ場ですが、30 年経過して、テントベースなども野ざらしになってお
りますので、若干、傷んできております。少しずつ修繕をし、危険ではない状態を保ちなが
ら、運営している状況になっておりますが、30 年と長い年月か経過していますので、さすが
に古くなったと感じられます。
（石井委 員）
これから夏本番、利用が多くなりますので、安全に努めていただければと思います。

（石井生 涯学習課長）
先日、子ども会のキャンプ研修会があり、子ども会だけではなく、学校を通して参加を呼
びかけたところ、およそですが初日に 300 名、二日目に 400 名、計二日間で 700 名集まりし
た。親子での参加でしたが、やはり子どもを意図的に自然の中に入れたいと思う大人がたく
さんいると感じました。ですから、キャンプ場の安全を期してこれからも運営をしていく必
要がありますし、もっと活用できる施設になるのではと考えております。
（前野会 長）
ありがとうございました。他にございますか。
（桂委員 ）
生涯学習バスですが、稼働率が高いですね。市所有のバスはこれだけではないようですが、
これだけバスが利用されていることからも、その辺を構想計画の中に入れてもいいのではと
思いますが、意見や考えがあればお聞かせください。
（石井生 涯学習課長）
教育委員会に生涯学習バスがございますが、その他に総務部管財課に中型バスが 1 台、マ
イクロバスが１台あり、市の事業で使用しております。
生涯学習バスまなびは、ほぼ 10 年サイクルで更新しており、現在 3 台目ですが、平成 30
年くらいに買い替えるという計算で考えております。その間に購入費に 2000 万円ほど掛か
るようですので、いかに貯めていくか、予算を確保していくかと考えております。ただ、稼
働率から見ても、市民のニーズが高まっておりますので、生涯学習バスをこれからも継続で
きるように努めて参りたいと思っております。
（前野会 長）
ありがとうございました。他にございますか。
（坂井委 員）
放課後子ども教室は、具体的にどのようにイメージをしていけばよろしいでしょうか。
（石井生 涯学習課長）
放 課 後 子 ど も教 室 に つき ま し て は 、市 内 で 現在 8 地 区 の 小学 校 区 で実 施 さ れ て おり ま す 。
小学校の空き教室等を使っている子ども教室が多いのですが、空き教室等がないところは、
体育館等を使わせていただいております。
大きなポイントは、学校の理解を得ること、それと合わせて、それを見守る大人の活動、
ボランティアを含め支援するグループ・組織が必要であることです。国も、各小学校区に 1
つずつという方針を掲げておりますので、これからも、地域の力を活用しながら、協力をい
ただきながら、さらに進めていきたいと考えております。
（桂委員 ）

放課後子ども教室を支援している主なボランティア団体はございますか。
（石井生 涯学習課長）
地区ごとに各放課後子ども教室に運営委員会を作ってもらっています。運営委員会の構成
メンバーは、地域の特色、特徴があっていいということで、岩根は老人クラブが、富岡では
ＰＴＡが関わるなど、様々な形でボランティアの方々が、地域に合わせた団体を作っていた
だいております。
（桂委員 ）
小・中学校の支援ボランティアの方々との絡みはないのですか。
（石井生 涯学習課長）
学校支援ボランティアの方でもやっておられる方はいらっしゃいます。
（前野会 長）
ありがとうございました。
他にご質問、ご意見があると思われますが議事進行もございまして、よろしければ次の議
事に進めさせていただきたいと思います。
では、次の議題に移ります。次の議題は「新たな生涯学習基本構想・計画の策定について」
です。事務局からご説明お願いいたします。
−

事務局説明

−

（前野会 長）
ありがとうございました。
ただ今、第二期教育振興基本計画や生涯学習政策の動向をふまえて、本市の新たな生涯学
習基本構想・基本計画の策定に向けての今後の方向性とスケジュールについて、事務局から
説明がありました。
3 月に出された市の基本構想に基づいて、現在、市の基本計画や教育振興基本計画の策定
に向けて作業中であり、その第１次基本計画内に、新たな生涯学習基本構想・計画の策定作
業を進めたいということです。感想でも結構ですので、ご意見がありましたら、自由にご発
言をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
（桂委員 ）
新しい計画は、ぜひ進めていただきたいのですが、その中で木更津市の人口も増えており
ますが、港南台、ほたる野やまた請西周辺は、公民館区がないと思います。真舟小学校を建
てるなど、地域の子供たちの増減は把握していると思いますが、子ども達の動向を確認して
構想を練っていただきたいと思います。
（石井生 涯学習課長）

新たな人口増エリアの請西・真舟地区などに公民館はないのですが、中学校区ということ
であれば、桜井公民館や文京公民館が、エリアになっております。議会等でも新たな地域、
人口増のエリアに公民館を、との声が出ていますし、教育委員会としてもそういうエリアに
公民館は必要ではないかと認識はしております。財源が無いので今は難しいですが、子ども
たちや地域の人たちが学ぶための施設は必要だと認識しております。
（前野会 長）
ありがとうございました。
私も、人口動向が少しずつ変りつつあること、それから市の基本構想に「東京湾の人とま
ちを結ぶ」というキーワードが入っておりますので、木更津市の生涯学習において、例えば
生涯学習フェスティバルの一部を他市と共催するとか、何かの行事を公開して広めていくと
か、そういったやり方もあるのかなという感想を持ちました。
高等教育機関ということで清和大学で生涯学習市民公開講座が開催されておりますが、木
更津工専も高等教育機関でございます。工学部系ですので、あまり生涯学習と結びつきにく
いようなところもありますが、私たちも木更津市民とタイアップしながら、何か理工学とか
科学とかそういった面で、いずれは貢献できればと思っております。
市民公開講座のような形で、私ども木更津工専は、
「カレッジ公開講演会」を始めておりま
す。
おそらく市民の皆さんが欲しておられるのは、最先端の技術や世界の動向をわかり易くと
いうことがあると思います。そういったものも現在の市民公開講座に取り入れられれば、で
きるかわからないですが、本校にも教員は揃っておりますので、ぜひご協力させていただき
たいと思っております。
他に何かご意見はございますでしょうか。
−

意見無し

−

（前野会 長）

最後に、
「その他」ということで何かございますでしょうか。事務局からは、議題関連
で付け足すことはございませんか。
（事務局 ）
ございません。
（前野会 長）
それでは、予定された時間となりましたので、会議を終了したいと存じます。皆様方のご
協力で無事会議を進行することが出来ました。ありがとうございました。
事務局におかれましては、本日審議されました意見などを参考に、木更津市の生涯学習体
制充実のため一層の努力をお願いいたします。また委員各位におかれましても、豊かな生涯
学習社会実現に向けて、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、本
日の会議を閉じさせていただきます。どうもありがとうございました。

（進行）
長時間にわたり、貴重なご意見をいただきありがとうございました。
今後とも本市の生涯学習推進活動のため、委員の皆様にはなお一層のご支援、ご協力をお
願いいたします。
それでは平成 26 年度木更津市生涯学習推進協議会第 1 回会議を終了いたします。どうも
ありがとうございました。

