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日 時  ２０１７年（平成２９年）５月１２日（金） 

場 所  藤沢プラザビル本館  ５階第１会議室     

 



日時： ２０１７年(平成２９年）５月１２日（金)
午前１０時から正午まで

場所： 藤沢市鵠沼東１－２
藤沢プラザ本館５階　第１会議室

１ 開　会

２ 議事録の確認

３ 議　題
（1）平成２９年度藤沢市PTA連絡協議会運営費補助金について

（2）生涯学習ふじさわプラン２０１６の進捗管理について

（3）その他

４ 報　告
(1)

(2)

５ その他

      ６　閉　会６ 閉会

その他

社会教育委員活動の報告

平成２９年度藤沢市社会教育委員会議５月定例会
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（出席委員） 

長田祥男・川野佐一郎・石川美保子・市村杏奈・稲川由佳 

金子節子・金田麻沙子・栗栖淳・小泉修子・古市勝巳・渡辺智子 

 

（事務局） 

秋山部長、塩原参事、井出主幹、黒澤補佐、川口主任、高橋職員、繁里指導主事 

 

 

********** 午前１０時１２分 開会 *********** 

 

長田議長  これより５月定例会を始めます。 

欠席委員の確認及び会議の成立について、報告をお願いします。 

 

事務局  藤沢市社会教育委員会議規則第４条により、審議会の成立要件とし

て、委員の過半数以上の出席が必要とされておりますが、委員定数１５

名に対しまして、本日の出席委員は１１名、欠席委員が４名であることか

ら、会議が成立したことをご報告申し上げます。 

 

長田議長  傍聴者の確認をお願いします。 

 

事務局 （傍聴者の確認） 

 

長田議長  本日の資料の確認をお願いします。 

 

事務局 （配付資料の確認） 

 

長田議長  では、１月分の議事録の確認をしたいと思います。事務局には訂正の

連絡はないということでございますが、この場で何かございますか。 

 

栗栖委員  １１ページに「現在の進捗管理は」という改行段落があり、その３行目に

「来年４月からプラン２０２１が始まります」と書いてありますが、来年でよろ

しいですか。 

 

事務局  これは１月の会議なので、申しわけありません。「来年度」で修正させて

いただきます。 

 

長田議長  ほかに何かございますか。なければ、１カ所訂正ということで確定とさせ

ていただきます。 

  続きまして、「３議題」に入ります。「（１）平成２９年度藤沢市ＰＴＡ連絡協

議会運営費補助金について」ですが、社会教育法第１３条に、地方公共
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団体が社会教育団体に対し補助金を交付しようとする場合には、教育委

員会が社会教育委員の会議の意見を聞いて行わなければならないと定

められていることから、定例会に諮るものでございます。 

 では、教育総務課の繁里指導主事よりご説明をよろしくお願いします。 

 

事務局  よろしくお願いいたします。教育総務課指導主事、繁里と申します。 

 

〔資料に基づき説明〕 

 

長田議長  ありがとうございました。 

  それでは、この件につきまして、皆様からご意見、ご質問等をいただき

たいと思います。 

 

金子（節）委員  基本的なことですが、学校は５５校ありますが、協議会に入っているの

は１２校ということですが、加入、未加入の差について、簡単に教えてい

ただければと思います。 

 

事務局  藤沢市ＰＴＡ連絡協議会（以下市Ｐ連）の副会長である、市村委員より、

ご回答願えますか。 

 

市村委員  一番大きいところで言うと、分担金を支払っていただいているというとこ

ろです。加入校のＰＴＡ会員１人につき５０円を払っていただくうち、３３円

は県ＰＴＡ協議会と日本ＰＴＡ全国協議会に分担金としてお渡ししていま

す。 

この分担金と、市から受けている委託事業の２０万円、あと、補助金１０

万円で活動するような形になります。市Ｐ連は、加入校より委員を出して

いただき、協議を行っていますが、年間を通しての企画については、市Ｐ

連未加入校にもお声をかけて、お誘いしています。 

 

金子（節）委員  やはりお金が問題で市Ｐ連に入らないということですか。 

 

市村委員  お金もそうですが、各PTAはそれぞれの学校が主な活動の場になるの

で、市Ｐ連といったそれ以外の会合に出てくるとなると、負担と感じてしま

う方もいらっしゃるようです。 

 

金子（節）委員  わかりました。ありがとうございます。昔は当たり前のように市Ｐ連に入っ

ているという状態だったので、今のように選べるとか、形が違うというのが

なかったので、よくわかりませんでした。 

 

市村委員  もともとＰＴＡ自体も任意加入の団体なのですが、藤沢市は他市町村と
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比べて、ＰＴＡ連絡協議会への加入が特別少ないという状況です。例え

ば横須賀市は、小中合わせて７０校あり、全て連絡協議会に入っていま

す。湘南地域以外はほぼ１００％の加入率になっています。 

 

長田議長  任意ではあるけれども、学校のＰＴＡの人たちが、入るのが当たり前だと

いう認識で活動されている方と、任意だから入らなくてもいいだろうという

マイナスからスタートしている方との違いで、藤沢市の各学校のＰＴＡの

方たちを、入るのが当たり前という認識に変えられたらいいのですが。 

 

市村委員  いろいろな企画にお誘いして、未加入校の方も本当にたくさん参加し

ていただけているので、加入、未加入という部分を見直すことができれば

いいと思います。 

 

川野副議長  参考までにお聞ききします。連絡協議会の規約に、事務局は藤沢市教

育委員会学校教育企画課内に置くと書いてあります。事務局を行政に

置くということについて、特に議論はなく、ずっとそのままなのですか。 

                 全国的には連絡協議会の事務局は行政内に事務局を置くことはなるべ

く避けるみたいな感じがあるようですが。 

 

事務局  「学校教育企画課」とありますが、今年度の組織改正に伴いあわせて改

定することになっており、５月２７日の総会で承認されれば、事務局は「教

育総務課」に変更となります。 

 藤沢市の場合は、連絡協議会自体は事務局を持っておらず、県のＰＴ

Ａや行政とのやりとり等を考えて、ＰＴＡ窓口という形で教育委員会に置

いております。近隣市でこのような形態をとっているのは鎌倉市だけで、

あとは、学校に事務局があったり、持ち回りという形になっているようで

す。 

 

長田議長  ほかにご意見はございませんか。 

では、承認ということでよろしいでしょうか。 

（拍手で承認） 

ありがとうございました。 

   

続きまして、「（２）生涯学習ふじさわプラン２０１６の進捗管理につい

て」、事務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局  生涯学習ふじさわプラン２０１６につきましては、議会の承認を得まし

て、冊子を作成したところです。表紙は、アートスペースのロゴをデザイン

した若手芸術家の方にデザインを依頼し、カラーで作成いたしましたが、

予算の関係上本文は白黒となっております。ホームページのほうは写真
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や図についてもカラーで出力できるようになっております。 

  また、金子（元）委員よりご提案のあった概要版も作成し、既に各市民

センター・公民館、市民相談情報課や庁内の総合案内等に置いており

ます。さらなる啓発を図ってまいりたいと考えておりますので、どうぞご理

解いただきますようお願いいたします。 

   １月、あるいは１０月の定例会で、各課の自己評価だけでなく、社会教

育委員による評価をもう少し活発にしていきたい、というご意見をいただく

中で、事務局でいろいろな方法論やタイムスケジュールを考え、先日皆

様にメールで資料をお送りいたしました。確認を兼ねて再度になります

が、説明させていただきます。 

  資料１－１「生涯学習ふじさわプラン２０１６ 平成２８年度事業進捗管理

流れ」をごらんください。進捗管理に関する大まかな流れを示した図にな

ります。 

  毎年各課が実施する事業について、まず、事業課が自己評価を行いま

す。今までは、各課の自己評価をまとめたものを皆様にお配りし、それに

対して意見をいただいていたのですが、各課の自己評価だけでは、なか

なか取組も理解できず、社会教育委員会議としての評価が大局的にな

ってしまうというご意見をいただいました。この流れを少し変える形での評

価を行っていただきたいと考えております。 

  全事業の個別評価は難しいことから、事業抽出を事務局で行い、抽出

事業について、社会教育委員が評価してはどうかというご意見をいただ

きましたので、今回、５事業ほど抽出いたしました。抽出の基準は、最初

ということもあり、生涯学習部内の各課から１つずつ事業を抽出しており

ます。事務局側で考えている評価方法は、まず、委員の皆様からその事

業に対する質問を頂戴し、それを各課に投げ、その回答を皆様に見てい

ただきながら、ヒアリングや該当する事業の視察を行っていただくというも

のです。最終的には、９月ないし１０月にもう１つの評価機関であります生

涯学習推進本部に、各課の自己評価と社会教育委員の評価を両方出し

まして、最終的な進捗管理にしていきたいと考えています。 

  資料１－２「流れの時系列」をごらんください。今月末までに委員の皆様

から質問を頂戴し、その後まとめたものを事業課に送り、回答をもらうとい

う流れを考えております。６月の定例会では各課からの回答を皆様にご

提示するとともに、各事業のヒアリング担当者を決めていきたいと思いま

す。 

  その後、６月から８月中にかけて、皆様にヒアリングや事業の視察を行

っていただき、最終的には、８月の定例会でヒアリング・視察結果の発表

を、担当課も含めて行っていただき、あわせてディスカッションなどをして

いただきたいと考えているところです。 

  ヒアリングや事業の視察については、抽出課には既に伝え了解は得て

おり、スムーズに進むと思います。ヒアリングに皆様が行かれる際には、
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事務局も同行する形で調整してまいりますので、どうぞよろしくお願いし

ます。 

  資料２「平成２８年度進捗管理事業」は、今回進捗管理をしていただく

事業を抽出したものの一覧です。抽出条件として、１点目は、前年度まで

のプランである２０１６で重点施策となっている事業であること、2点目は、

２０２１でも引き続き行う事業であること、そして条件に該当する事業のう

ち、今回は生涯学習部内の事業ということの３点をベースに抽出しており

ます。 

なお、本日お配りしたＡ４の横書き資料「生涯学習ふじさわプラン２０１

６実施計画後期（平成２６年度～平成２８年度）報告書」に、今申し上げた

５つの事業の３年間分の進捗管理が記載されております。今回は後期計

画の最終年度の進捗管理となります。 

  「⑭事後評価」欄は、５段階の事後評価になりますが、従来より各課の

感覚で評価するのはいかがなものかというご指摘をいただいておりまし

た。だいたい３か４という評価となっており、前進もしていなければ後退も

せず、粛々と進めた事業ですということのあらわれであるように感じていま

す。 

  後日、事務局からお送りする質問・意見用紙に、内容は問いませんの

で、各課の事業についてご記入いただきますようお願い申し上げます。 

  説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 

 

長田議長  事務局より平成２８年度事業の進捗管理についての説明がございまし

た。質問等ございましたら、お願いいたします。 

 

金田委員  事業への質問は、まず自分の担当を決めてからなのか、それとも全部

の事業に対して質問を行い、その後に担当を決めるのか、どちらでしょう

か。 

 

事務局  事務局としては、各事業につき１つ以上、ご質問・ご意見をいただきた

いと思っています。分担は６月の定例会で決めようと思っています。特に

「この辺に興味がある」という部分があれば、お知らせください。 

   

長田議長  事務局に質問ですが、実際にやっているイベントそのものを見ることは

平成２９年度に関しては可能ですか。 

 

事務局  総合市民図書館が行っている点字図書館事業については、委員の皆

様のご都合がいいときに合わせてセッティングをして、向こうの担当者に

話をさせるということは可能だと思っております。 

  本課で行っている生涯学習出張講座事業は、藤沢市役所のさまざまな

課が市民の皆様のご要望に基づいて、専門知識を届けるシステムです。
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６月から８月の間に、事業が行われるならば、職員が現場に出向くとき

に、委員の皆様が同行できるよう調整してまいりたいと思います。 

  スポーツ推進課のビーチバレー大会は例年８月に行っているもので

す。ビーチバレーとはどういうものかを海岸で直接見ていただくとともに、

ヒアリングは別の場を設けることも考えております。 

  郷土歴史課の歴史資料公開活用事業は、毎年内容が変化しており、

今年度の状況を確認いたします。昨年度は民俗資料整理ボランティアの

養成を行っており、収蔵庫の見学なども調整してまいります。 

  文化芸術課の市民文化創造事業は、こころの劇場という市内の小学生

を対象とした事業と、みらいをひらくワクワク体験ひろばという文化団体連

合会が主体となっているイベントの２つを事業として挙げています。ワクワ

ク体験ひろばは、２月、３月でもう既に昨年度のものが終わっております

が、こころの劇場は６月２１日、２２日に行われるので、委員の皆様に見て

いただくことは可能です。 

 

渡辺委員  大きな流れについてなんですが、５月下旬に全事業分の資料をいただ

けるということですが、質問に関しては、全事業ではなく、抽出事業のみ

に質問を出すという流れですか。 

 

事務局  はい、そのとおりです。 

 

渡辺委員  すごく膨大なものなので見切れないということもあってのこの流れなの

かもしれませんが、やはり全体をみるという視点も必要なのかなと思いま

すが、それについては余り重点を置かずに、個々のほうをみていくという

流れになるということでしょうか。 

 

事務局  今年度については、事業全体の評価を行うかどうかは、社会教育委員

会議で協議しておりませんので、どうしていくかということもあわせてお考

えいただければと思います。 

ただ、過去の進捗管理で、各課の個別事業を深掘りした結果、うまくい

かなかったことがありますので、今年度は抽出した事業に限らせていただ

きたいと考えて、このような進捗管理を提案させていただきました。ただ、

渡辺委員がおっしゃっているように、全事業を通してみたときに、藤沢市

として、この生涯学習プランが果たして本当にしっかりと進むような方向

性を持っているのかということを、この場で議論する必要もあろうかと思い

ます。 

 

渡辺委員  全事業に対してはタイミング的にとれないということで了解しました。 

 

事務局  この５事業だけに絞っていいのかというご指摘だと思います。平成２８年
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度の全体を通してみたときの思いや、各委員の意見を集約をするべきで

はないかというご意見だと思いますので、その辺は事務局で決めず、ぜ

ひご協議いただければと思います。 

 

長田議長  ５事業だけをみるのではなくて、全部目を通していただいて、気になる

点は個人個人でピックアップしていただくという姿勢は大切だと思いま

す。 

 

稲川委員  ５事業については、細かくみて質問を出すことに加えて、全体をみた意

見や感想を併記してお出しするという形ではいかがでしょうか。 

 

事務局  以前の進捗管理は、かなり大雑把だったため、何のために社会教育委

員の皆様に進捗管理をしていただいているのか、という意味づけが薄か

ったように感じます。その反省から、毎年、何らかの事業をピックアップし

て、より深掘りした評価をしていったほうがいいということから、この進捗管

理方法を提案することといたしました。 

  それと別に、全体をみて感じることは、各委員におありだと思うので、そ

れを最終的にまとめる８月の定例会までに、全体をみたご意見も頂戴で

きればいいのではないかと思っております。 

栗栖委員をはじめ、前任期からいらっしゃる委員の方からご意見をい

ただければと思います。 

 

栗栖委員  従前の評価は、実際につながるような評価にちょっと入り込めなかっ

た、掘り下げられなかったと思っております。今回は、個別の事業をみ

て、課題等を抽出しまとめるような１ステップを時間的に設けることができ

ると、全体につながっていくのではないかと思っています。具体的なもの

をまず確認しておくという段階を重視することで、今までの不十分さを少

し解消できるのではないかと個人的には考えております。ただし、個別事

業だけでいいということではない、という意識は基底に持っていただいて

いいのではないかと思いました。 

  今日いただいた資料の丸山委員の意見の中に、「抽出事業の進捗管

理では、より多くの事業の活性化に繋がるようイメージすることが大事で

はないか」とあります。こういったこととも関係する話ではないかと思ってお

ります。 

  事務局が一定の考え方のもとに事業を抽出しており、それをベースに

より多くの事業の活性化につながるようなものを少し意識するという形に

してはどうかと思っております。 

 

長田議長  進捗管理につきましては、次回以降も引き続き検討してまいりたいと思

います。 
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  では次に、「（３）その他」ですが、事務局から何かございますか。 

 

事務局  特にございません。 

 

長田議長  では、「４報告」に入ります。「（１）社会教育委員活動の報告」につい

て、県の社会教育委員連絡協議会の理事会について稲川委員より報告

をお願いいたします。 

 

稲川委員  平成２８年度第３回理事会が３月１７日に行われ、実施された事業と決

算の見込み報告と平成２９年度の事業計画、予算と平成２８年度、県・市

町村社会教育委員に関するさまざまな調査についての集計結果の報告

が承認されました。特記事項としては、横浜市の社会教育委員会議が、

平成２９年度は諮問がないために休会となり、平成２９年度の予算や総会

の担当から外されることになり、負担金も減額されることになりました。 

  ４月２１日に平成２９年度第１回理事会が行われました。２８年度の実施

事業、会計報告と２９年度の事業計画、収支予算が承認されました。平

成２９年度全国社会教育委員連合表彰候補者の選考は、事務局に一任

するということになりました。平成２９年度の役員は、新会長、副会長を互

選により選出ということになりました。会長は今までどおり鈴木眞理氏、副

会長は、川崎市の上田委員、葉山市の佐々木委員、伊勢原市の佐伯委

員ということで、今年度は承認されました。 

  ほかに、茅ヶ崎市の吉原委員より、茅ヶ崎市の子ども会についての問

題が提起されました。子ども会に所属している子どもが非常に減少して

いるので、他の地域の取り組みを聞きたいということでした。横須賀市と

山北町より発言があり、全体的には、各地域、同じような悩みを持ってい

るということでした。 

  平成２９年度神奈川県社会教育委員連絡協議会の事業については、６

月１６日にかながわ県民センターにて総会、地区研究会は、１１月１３日

に清川村で、平成３０年２月９日に松田町で、研修会は、「家庭教育支援

をめぐる現状と今後の方向性」をテーマとし、８月２５日にかながわ県民セ

ンターで行われます。全国社会教育研究大会北海道大会は札幌市で、

関東甲信越静社会教育研究大会は静岡大会で、１１月１６日から１７日、

静岡県沼津市で予定されています。 

  以上です。 

 

長田議長  ありがとうございます。 

  総会や研修会につきましては、ぜひ皆さんに参加していただきたいと

思います。いろいろな意見交換を含めて、社会教育委員のあり方、考え

方、活動について勉強ができる機会だと思います。他の自治体の委員と

つながりができることによって、ほかの活動や対応の仕方も勉強になりま
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す。 

  次に、みらい創造財団青少年育成委員会につきまして、引き続き稲川

委員よりご報告をお願いいたします。 

 

稲川委員  レジュメの「委員会議」は、「委員会」の間違いですので、訂正をお願い

します。第５回青少年育成委員会が２月２２日に藤沢青少年会館で行わ

れました。議題としては、「みらい創造財団が目指す子どもたちの“イイ場

所”」の最終まとめの確認を行い、藤沢市青少年問題協議会からもさまざ

まなご報告をいただきました。 

  まず、①については、第１回から「子どもたちの放課後の過ごし方」をテ

ーマに７回会議を重ね、「みらい創造財団が目指す子どもたちの“イイ場

所”」という報告書にまとめました。②の藤沢市青少年課のほうも「子ども

たちの豊かな放課後を支援する」ということで、実施したアンケートを市長

へ提出するということです。実働部隊がみらい創造財団の例えば児童ク

ラブなどなので、両者がうまく連携していければいいのではないかという

感想を持ちました。 

  報告書については、委員会の桜井委員長と白岩副委員長から、みらい

創造財団の石井理事長に３月７日に提出しています。委員会の過程・内

容は、第１回はグループ討議、第２回は「よりよい放課後の過ごし方の“

理想”を考える」について意見を出し合い、第３回は児童館、地域子ども

の家の理想とその現実・現状確認をし、第４回は石川児童館と秋葉台子

どもの家の見学、第５回は施設見学のまとめと意見交換、第６回は「財団

が考える子どもの放課後」の検討とまとめを行い、第７回で最終確認をし

ました。 

  以上です。 

 

長田議長  続きまして、平成２８年度神奈川県社会教育委員連絡協議会地区研究

会の報告を稲川委員より引き続きお願いいたします。 

 

稲川委員  平成２８年度神奈川県社会教育委員連絡協議会地区研究会が２月１０

日、相模原市のユニコムプラザで行われました。 

  今回の研究テーマは「大学と地域の連携・協働と家庭教育支援の推

進」でした。 

事例発表①は、テーマが「大学と地域の連携・協働の取り組みについ

て」で、大学側から見た地域との連携、協働の意義と実践について報告

がありました。大学と地域の連携という中で、さがみはら地域づくり大学と

いうものがあり、現在、運営はさがまちコンソーシアムが行っているという

ことでした。さがまちコンソーシアムは、複数の大学と地域等で構成して

いる広域連携組織で、教育学習、人材育成、地域発展の１８事業を運営

しているということです。 
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  事例発表②は、「星が丘公民館での家庭教育支援講座の取り組みに

ついて」の報告がありました。相模原市の星が丘公民館は中央区にあ

り、１８，０００人弱、８，０４８世帯の地域の中にあるということです。組織

は、運営協議会、専門委員会、実行委員会、職員が４名配置され、家庭

教育支援講座を平成２５年度に開始しています。子育て支援の実際に

ついて、２５年度から２８年度までのご報告をいただきました。成果として

は、参加者同士の交流がサークル化につながるなど、成長しても親同士

がつながる場になったということと、非常に出席率が高かったということ

で、プログラムが充実していたのではないかということでした。課題として

は、父親の参加がないこと、近隣公民館との連携が少し足りないというこ

とで、今後、役割を分担して進めていきたいというお話でした。 

  最後に、質疑応答がありました。さがみはら地域づくり大学の修了生の

アウトプットについての質問があり、実情としては、修了後の受け皿が十

分にできていないということで、受け皿というのは早くから必要となるので

はないかという感想を持ちました。地域のほうから学生を巻き込む方法に

ついては、コンソーシアムへ相談する、大学のない市町村は高校生に入

ってもらうという回答がありました。社会教育委員としてのかかわりについ

ては、社会教育委員という枠組みではなく、社会をよくしていく、また、団

体での活動や学生への社会に対するかかわりを促すという形であったと

思います。 

  以上です。 

 

市村委員  大人の人材育成ももちろん大事ですが、自分の子どもに対してのキャリ

ア教育も必要だということを参加して感じました。４月から私自身が大学

生になり、中学生の子どもたちと進路について話したりするようになりまし

た。 

 

金田委員  さがみはら地域づくり大学の修了後の受け皿が十分できていないの

は、藤沢市も同じ状況だという話をされていたと思いますが、生涯学習総

務課の事業である生涯学習大学「地域デビューコース・ゼミナールコー

ス」の企画・運営をうちの団体で委託しています。地域デビューコース

は、市民活動だったり、生涯学習に興味がある方が受講しています。ゼミ

ナールコースは、デビューコースを踏まえて、地域を何とかしたいと考え

る方が、グループをつくって活動していく土台をつくる講座となっていま

す。昨年度受講された方から、１つ市民活動団体が生まれ、市民活動推

進センターに登録をされました。これがまさに受け皿という部分ではない

かと思っています。 

 

稲川委員  市民活動推進センターに登録できると、活躍する場が随分出てくるよう

な気がします。 
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金子（節）委員  講座から地域活動に進むといった流れになった方は何人かいらっしゃ

いますか。 

 

金田委員  登録せず、ほかで活動されていらっしゃる団体もあるかもしれません

が、昨年度はこの１団体の登録をこちらで把握しています。 

 

市村委員  どういった市民活動の団体ですか。 

 

事務局  空き家関係の団体です。空き家の活用について、講座で話し合ってお

り、講座で一緒になった方々で団体をつくったようです。 

 

川野副議長  地区研究会で発表した相模原市社会教育委員会議の議長の古谷さん

は、北里大学の事務部門の責任者で、大学コンソーシアムを進めてきた

方なので、話の内容がそちらへシフトしたようです。ただ、社会教育委員

の地区研究会なので、社会教育委員としてどうかかわったのかとかという

議論をすべきでなかったかということが、相模原市では反省材料として出

ていたようです。 

 

長田議長  ありがとうございます。 

  続きまして、第１回藤沢市スポーツ推進審議会の報告を、市村委員より

お願いいたします。 

 

市村委員  ４月１３日に平成２９年度第１回藤沢市スポーツ推進審議会が行われま

した。まず、平成２９年度スポーツ推進課事業の概要及び予算について

の確認がありました。オリパラについては、セーリングの開催地となるの

に、なかなか話が来ないとか、ほかのスポーツでもオリンピック競技にな

っているスポーツもあるので、どのようなオリンピック・パラリンピックにちな

んだ活動ができるかを考えているという話もありました。 

  セーリングのワールドカップも、これまで海外で行っていたものが、今年

度から初めて日本で開催され、来年度から２０２０年まで江の島で毎年開

催されるとのことです。 

  今年度は８月１１日から１３日に第３１回ビーチバレージャパンがある予

定です。１３日、１４日に中学生の第８回全国大会も開催予定ということで

す。進捗管理の抽出事業となっておりますので、ぜひ行っていただきた

いと思います。 

  以上です。 

 

長田議長  ありがとうございました。 

  では石川委員から、藤沢市図書館協議会第３回、第４回の報告を、まと
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めてお願いいたします。 

 

石川委員  第３回協議会は１月２６日に行われ、９月議会と１２月議会での報告が

ありました。一般質問では、図書館事業についての具体的な説明を求め

る質問が多数されていました。藤沢市図書館と横浜市立図書館の相互

利用を締結し、３月から広域利用が始まりました。利用は少しずつ伸びて

きているということです。平成２８年度図書館・図書室利用者アンケート

は、利用の実態や図書館についての意識、要望を把握し、今後の図書

館運営に生かすことを目的として行われましたが、内容について反省が

あり、今年度のアンケートはどのように行うか、次回の協議会で話し合うこ

とになりました。最後に、事業報告として、総合市民図書館開館３０周年

記念事業についての報告、秋の読書週間、図書館まつりについての報

告がありました。 

  第４回協議会は３月２８日に開催され、２月議会についての報告、平成

２９年度の予算の概要についての説明がありました。図書館・図書室利

用者アンケートは、第３回協議会に引き続き、内容、項目について議論し

ました。 

  以上です。 

 

長田議長  続きまして、「（２）その他」ですが、事務局から何かございますか。 

 

事務局  関係審議会に社会教育委員の皆様をご推薦させていただいておりま

す。推薦している関係審議会の一部審議会の任期満了に伴い、推薦委

員の方の一部変更がございましたので、ご報告いたします。 

  青少年問題協議会は、４月からは金田委員に、みらい創造財団青少年

育成委員会は稲川委員に、生涯学習大学評議員会は金子節子委員

に、スポーツ推進審議会は市村委員にお願いいたします。 

  なお、推薦に当たりましては、定例会前に推薦依頼があったことから、

長田議長に一任いたしましたので、ご了承いただければと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 

長田議長  それでは、「５その他」を事務局からお願いいたします。 

 

事務局  県社会教育委員連絡協議会の総会が、６月１６日、かながわ県民セン

ターで開催されます。総会の講演は、「これからの社会教育委員のあり方

について」ということで、講師は、国立教育政策研究所社会教育実践研

究センター社会教育調査官の二宮伸司氏です。 

  出欠についてご確認できればと思いますので、ご出席される方は手を

お挙げいただいてもよろしいでしょうか。 

（出欠確認） 
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事務局  欠席される方につきましては、委任状の提出を求められておりので、後

ほどご提出ください。よろしくお願いいたします。 

 

事務局  つづきまして、社会教育委員の名刺について、稲川委員より委員の皆

様にお伝えしたいことがあると伺っておりましたので、お願いいたします。 

 

稲川委員  社会教育委員の名刺を各自つくってもいいというお話でしたので、つく

らせていただきました。市のマークを入れてもいいというご了解をいただ

いていますので、事務局の住所と市のマークを入れさせていただき、裏

面に自分の役職を書かせていただいています。 

                  ご参考までに報告いたします。 

 

事務局  生涯学習ふじさわプランの進捗管理につきましては、５つの事業をピッ

クアップして、深掘りをしていく作業に入ります。このことで、委員の皆さん

の視点も若干変わってくるかもしれないと思います。並行して全事業につ

いてもみていただく機会をつくりたいと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

  冒頭、秋山部長からオリンピック・パラリンピックの話がございましたが、

今年度、東京オリンピック・パラリンピック開催準備室（略称オリパラ）が企

画政策部から生涯学習総務部へ移管し、これからオリパラを盛り立てて

いくという体制になります。オリンピックは２０日間ぐらいのお祭りですが、

子どもたちの将来につながる、役立つような祭典であってほしいと考えて

おります。一過性のものではなく、どのように藤沢市の子どもたちに影響

を与え、どんな結果を残していけるのかということを常に考えながらやっ

ていきたいと考えておりますので、この会議の場でも、ご意見をいただけ

ればと考えております。 

  本日はどうもありがとうございました。 

 

事務局  次回定例会についてですが、来月は定例の第４金曜日である２３日の

出席が難しいという事前のお申し出を幾つか受けておりますので、６月 

２６日月曜日の午後に実施できればと思いますが、ご予定のほどはいか

がでしょうか。 

（早い時間での開催を望む声有り） 

 それでは、１３時から１５時ということで、議長、副議長、いかがでしょう

か。 

（長田議長、川野副議長 了承） 

 

  では、次回定例会につきましては、６月２６日月曜日の１３時から１５時

で開催いたしますので、よろしくお願いいたします。 

開催通知と今回の議事録につきましては、１週間程度前には送らせて
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いただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局  議事録とは別に、まず、来週中に質問用紙等をメールにてお送りしま

す。こころの劇場については、具体的な時間を確認し、メールに付記して

送りますので、出席を希望される委員さんは、お申し出ください。 

 

長田議長  これで５月の定例会を終わります。ありがとうございました。 

 

 

********** 午後０時５分 閉会 *********** 


