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平成２７年度 第２回 千葉市生涯学習審議会 議事録 

 

１ 日  時 

  平成２７年８月１１日（火）午後１時３０分から午後２時５０分まで 

 

２ 場  所 

  千葉ポートサイドタワー１２階 第二会議室 

 

３ 出 席 者 

（１）委員 

西川明委員（会長）、秋葉英一委員（副会長）、浅野平八委員、岩切裕委員、小川直

哉委員、小椋政子委員、片桐美和子委員、金田榮弘委員、上妻陽子委員、河野功委

員、髙塚隆委員、田原洋子委員、廣石常生委員、松波真由美委員 

（１４人） 

（２）事務局 

大崎賢一生涯学習部長、松尾修一中央図書館長、増岡忠生涯学習振興課長、志保澤剛

文化財課長、西村安正科学教育戦略担当課長、三橋和生生涯学習振興課統括管理主事、

平岡芳和生涯学習振興課長補佐、藤代邦彦生涯学習振興課主査、石川哲生涯学習振興

課主任主事（以上、教育委員会事務局） 

（９人） 

 

４ 次  第 

（１）開会 

（２）議事 

  ア 第５次千葉市生涯学習推進計画について 

  イ その他 

（３）閉会 

 

５ 会議経過 

  別紙のとおり
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午後１時３０分開会 

 

○司会（平岡生涯学習振興課長補佐）  これより平成２７年度第２回千葉市生涯学習審議

会を開始します。わたしは、本日の司会を務めさせていただきます、生涯学習振興課の平岡

と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 報告がいくつかございます。まず、本審議会は、千葉市情報公開条例第２５条に基づきま

して、公開で会議を開催いたします。本日の傍聴人はいらっしゃいません。 

 また、議事録につきましても公開となっております。 

 議事録の内容につきましては、会長の承認をもって、本審議会の承認とさせていただきま

すので、ご了承くださいますようお願いいたします。 

 本日の委員の出欠状況ですが、長澤委員がご都合により欠席されております。また、金田

委員ですが、遅れて到着するということでご連絡をいただいております。 

 会議の成立ですが、千葉市生涯学習審議会設置条例第６条第２項の規定により、本会議の

開催には過半数の委員の出席が必要ですが、開会時点で、１３名の委員に出席いただいてお

りますので、会議は成立していることを報告させていただきます。 

 また、本日の会議は、概ね１時間３０分程度を予定しておりますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

委員紹介 

○司会（平岡生涯学習振興課長補佐） それでは、前回の審議会から委員の改選がございま

したので、新しい委員の方をご紹介させていただきます。 

（新委員紹介） 

資料確認 

 それでは、会議資料の確認をいたします。 

（資料確認） 

 

議題１ 第５次生涯学習推進計画について 

○西川会長 議題１ 第５次千葉市生涯学習推進計画について事務局より説明をお願いし

ます。 

 

○事務局（増岡生涯学習振興課長） 

 それでは、「第５次千葉市生涯学習推進計画」につきまして、ご説明いたします。 

 なお、資料１を１枚めくっていただきまして、１ページの目次をご覧ください。資料１の

概要を資料２にまとめておりますので、全体を把握するため併せてご覧ください。 

 今回の計画原案は、大きく分けまして「総論」と「各論」と「参考資料」の章立てにして

おります。「総論」につきましては、第５次計画策定の基本的な考え方、第４次計画の振り

返りおよび生涯学習をめぐる現状と課題について述べております。 

 「各論」では、第５次計画の施策体系、そして、施策ごとの成果指標とアクションプラン

を説明しております。成果指標につきましては、現在調査中のものもございますので、一部

未記入のものがございます。 
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 「参考資料」は、第５次計画策定にあたり参考にした各種調査や本審議会を含めた計画策

定の過程を掲載する予定でございます。こちらは現在省略させていただいております。 

 資料１の３ページをご覧ください。総論につきまして、以前の生涯学習審議会で説明をさ

せていただいております。時間の都合もございますので、要点のみ簡単にご説明いたします。 

 ４ページをご覧ください。生涯学習をめぐる背景といたしまして、「１変化の激しい社会

を生き抜く力の必要性」「２生涯学習に対する多様な市民需要」「３多様な人が集い連携・協

働して学習する仕組み作りの必要性」を挙げております。 

 続きまして、５ページをご覧ください。本計画は、市全体の総合計画であります「千葉市

新基本計画」の生涯学習部門計画に位置付けられておりますが「第二次千葉市学校教育推進

計画」と並んで今年度教育委員会改革に伴い設置された総合教育会議にて策定される「教育

大綱」の両輪を担う計画となります。 

 次に６ページをご覧ください。これらの計画と整合を図るため、第５次計画は計画期間を

平成２８年度から平成３３年度までの６年間といたしました。 

 「２計画の作成にあたって」でございます。６ページの下部「計画策定の基本的な考え方」 

でございます。第５次計画策定にあたりましては、第４次計画の成果と現状を踏まえたもの

とするほか、民間と行政、さらに行政内部でも国そして県との役割分担を明確にしつつ、相

互に連携・協働した計画としてまいります。 

 「３計画の基本的な考え方」でございます。８ページをご覧ください。計画の目標は、「学

びはじめ」から「学習活動」を経て、「学習成果を活用」「学習活動を核とした地域づくり」 

が実現できる環境づくりを進めるため、「市民が自ら学んだ成果を生かし、活力あるコミュ

ニティを形成できる環境づくりをすすめる」としました。 

 なお、計画の体系は、第４次計画の具体的事業として、３０４事業を組みましたが、全体

的に簡素化し３２のアクションプランにまとめさせていただいております。 

 １０ページから１８ページまででございます。そこには、第４次計画の進捗状況を、そし

て１９ページから３０ページまで現状と課題の分析をしております。これにつきましては、 

以前ご説明させていただいておりますので今回は省略させていただきます。 

 次に各論に移りますが、３２、３３ページをお開きください。ここに示してありますの 

が第５次計画の施策体系図になります。これは資料２の裏側と同じものでございます。 

 初めに左側の「施策展開の方向性」をご覧ください。先ほどご説明させていただきました

とおり「学びはじめ」から「学習活動」を経て「学習成果の活用」「学習活動を核とした地

域づくり」という段階に応じて「学習活動のきっかけを提供する」「多様な学習機会を提供

する」「学習成果の活用を支援する」「学習活用を核とした地域づくりを進める」の４項目を

設定しております。この方向性を推し進めるための基本方針といたしまして、方向性の１つ

右に「施策」がございます。 

前回の審議会におきまして示させていただきましたが、今回８番、９番を統合いたしまして

８項目としたものを提示させていただいております。まず「学習活動のきっかけを提供する」

施策といたしまして「１生涯学習の普及啓発」「２学習環境の整備」、そして「多様な学習機

会を提供する」施策といたしまして「３郷土への愛着を深める学習機会の提供」「４市民ニ

ーズに対応した学習機会の提供」「５ライフステージに応じた学習機会の提供」となってお
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ります。「学習機会の成果を支援する」施策といたしまして「６生涯学習活動の担い手とな

る人材育成」「７学習成果の活用機会の提供」「学習活動を核とした地域づくりを進める」施

策としまして、「８市民の参加・協働による学習活動の推進」となります。「施策」の成果指

標につきましては、各論本文でのちほど説明いたします。 

「施策」のさらに右、３３ページのアクションプランにつきまして、再掲を含めまして、３

２事業となります。第４次計画から継続して実施していくものが１２事業、今後拡充してい

くものが１４事業、第５次計画から新規に進めていくものが６事業と区分しております。 

続いて、「施策」の成果資料とアクションプランの詳細について述べます。まず、３４ペ

ージをご覧ください。「施策１生涯学習の普及啓発について」です。施策方針として、市民

に学びの楽しさ、大切さに興味・関心を持ってもらえるよう、様々な機会を活用して情報を

発信し、学習のきっかけづくりにつなげます。「学習に関する各種相談を受けつけることで

スムーズな学びはじめをお手伝いいたします。」を挙げています。成果指標は、「１－Ａ生涯

学習に関心のある市民の割合」と「１－Ｂ生涯学習に関する情報が充実していると感じる市

民の割合」でございます。いずれも市民アンケート調査により集計いたします。１－Ａは現

在７６．９％のところを計画最終時に９０％を目指します。１－Ｂは現在５６．４％でござ

いますが１５％アップの７０％を目指します。 

続きまして３５ページでございますが、施策１には３つのアクションプランがございます。

拡充事業は「１－１学ぶ場と学ぶための情報提供の充実」で、新規事業は「１－３ eラー

ニングの普及」でございます。「１－１学ぶ場と学ぶための情報提供の充実」では、今まで

の紙媒体での情報誌やホームページの情報発信のほかソーシャル・ネットワーク・サービス

の活用を図ってまいります。また、今後は、民間団体や国・県など市以外の主体が提供する

「学ぶ場」についても積極的な情報収集と発信に努めてまいりたいと考えております。 

「１－３ eラーニングの普及」です。eラーニングとは、テキストや講義がインターネット

で配信される学習方法で、パソコンや携帯端末等、個々人の自由な時間に自由な場所におい

て学ぶことができるのが特長です。忙しくて生涯学習を行う時間がとれない市民の学習機会

の拡大のため、この eラーニングの無料体験スペース等を提供し、普及を図ります。 

 次に 36ページをご覧ください。「施策２ 学習環境の整備」です。施策方針として、「学

びに興味を持った市民が学習活動をはじめるにあたって、快適で参加しやすい学習環境の確

保に努めます。」「ＩＣＴ等の活用を通した生涯学習施設の利用サービスの向上に努めます。」

「生涯学習施設の保全・改修により学習環境の維持に努めます。」の３点を挙げております。 

 成果指標といたしましては、「２－Ａ市の生涯学習施設が５年前よりも利用しやすくなっ

たと考える市民の割合」と「２－Ｂ生涯学習施設を年１回以上利用したことのある市民の割

合」です。２－Ａにつきましては、市内で活動する各種団体のアンケート調査により集計し、

前回３１．５％のところを平成３３年度には４０％を目指します。２－Ｂについては、市民

アンケート調査により集計し、現在４４．１％のところを平成３３年度には６０％を目指し

ます。 

 次に３７、３８ページをご覧ください。施策２には５つのアクションプランがあり、拡充

事業は「２－１生涯学習施設の利用環境の充実」「２－３公民館の改修」「２－４中央図書館・

生涯学習センターの改修」「２－５図書館サービスの利用促進」で、新規事業は「２－２公
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民館の改築」でございます。「２－１生涯学習施設の利用環境の充実」では、これまで以上

の施設の利便性の向上により生涯学習センターおよび公民館の施設の稼働率の向上を目指

います。「２－３公民館の改修」では、老朽化した犢橋公民館の改築を行います。「２－３公

民館の改修」「２－４中央図書館・生涯学習センターの改修」では、それぞれ老朽化した施

設の改修を行い、各施設における学習環境の改善を図ります。「２－５図書館サービスの利

用促進」では、図書館システムの再構築により、さらなる図書館サービスの向上に努めてま

いります。 

 ３９ページをご覧ください。「施策３ 郷土への愛着を深める学習機会の提供」です。施

策方針として、「郷土に対する理解と愛着を深めるため、地域の歴史や文化資源を生かした

学習機会を提供します。」「郷土の伝統・文化を適切な保護・保存方法により後世に引き継ぐ

とともに、ふるさと意識の醸成を図ります。」の２点を挙げております。 

 成果指標は、「３－Ａ郷土の歴史や文化財に愛着を感じる市民の割合」です。市民アンケ

ート調査により集計し、現在３８．３％のところを平成３３年度には５０％を目指します。 

 ４０ページをご覧ください。施策３には３つのアクションプランがあり、拡充事業は「３

－２文化財の保存・活用の推進」「３－３郷土の理解を深める講座・事業」で、新規事業は

「３－１加曽利貝塚の特別史跡指定」です。「３－１加曽利貝塚の特別史跡指定」では、加

曽利貝塚の特別史跡指定に向けた総括報告書を作成してまいります。 

「３－２文化財の保存・活用の推進」では、ゆかりの家・いなげの改修や旧検見川無線送信

所の修繕など、文化財の適正保存・管理するための建造物の改修等を行います。 

「３－３郷土の理解を深める講座・事業」では、加曽利貝塚・千葉氏に代表される郷土の歴

史・伝統文化等の講座・事業により、郷土を理解し愛着を深める取り組みを行ってまいりま

す。 

 ４１ページをご覧ください。「施策４ 市民ニーズに対応した学習機会の提供」ですが、

施策方針として「急激に変化・多様化する社会において、多岐に渡る市民の学習ニーズに対

応するため、幅広い分野にわたる学習機会を提供します。」「科学・技術に関する講座・事業

を通して、市民のライフスタイルに科学が溶け込む環境づくりを進めます。」「様々な立場の

市民が、生涯を通じて必要な知識・技能を身に付けられるよう、学び直しを支援します。」

の３点を挙げております。 

「成果指標は、４－Ａ市民ニーズに対応した学習機会に参加した市民の満足度」「４－Ｂ『科

学都市ちば』の認知度」です。「４－Ａ市民ニーズに対応した学習機会に参加した市民の満

足度」は参加者アンケート調査により集計します。これは現在調査中であり、集計後、目標

値設定を行います。「４－Ｂ『科学都市ちば』の認知度」は市民アンケート調査により集計

し、将来的には５０％達成を目指します。 

４２ページをご覧ください。施策４には７つのアクションプランがあり、拡充事業は「４

－３未来の科学者育成プログラム」「４－５図書館サービスの向上」の２事業で、新規事業

は、「４－４図書館機能の整備」「４－６キャリア支援事業」「４－７ e ラーニングの普及」

の３事業です。「４－３未来の科学者育成プログラム」では、次世代を担う小・中・高生を

対象として科学に興味・関心を持ってもらうため、市内大学・研究機関・企業等と連携して

先端科学技術を体験させることで未来の科学者を目指す意欲を高めます。「４－４図書館機
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能の整備」では、図書館サービスの向上のため、花見川区役所の一部スペースを活用して瑞

穂地区の図書館機能を整備します。 

 ４３ページをご覧ください。「４－５図書館サービスの向上」では、図書館資料の整備

に努めるほか、一部の地区図書館の開館日・開館時間の拡大を進めるなど、図書サービスを

向上させ、利用者満足度のアップを図ります。 

「４－６キャリア支援事業」では、社会人の資格取得等キャリアアップ教育の支援方法に

ついて今後、実施方法を検討してまいります。 

「４－７ Ｅラーニングの普及」では、アクションプラン１－３の体系事業についてです

ので、説明を省略させていただきます。 

４４ページをご覧ください。「施策５ ライフステージに応じた学習機会の提供」です。

施策方針として、「子どもからお年寄りまで、様々な世代のライフステージに応じた学習機

会を提供します。」としております。 

成果指標は、「４－Ａ市民ニーズに対応した学習機会に参加した市民の満足度」は参加者

アンケートにより集計します。これは現在調査中であり、集計後、目標値の設定を行います。 

４５、４６ページをご覧ください。施策５には、７つのアクションプランがあり拡充事業

は、「５－１家庭教育支援事業」「５－４放課後子ども教室」「５－６高齢化社会に対応した

学習機会の提供」の３事業です。拡充事業は、「５－１家庭教育支援事業」「５－４放課後子

ども教室」「５－６高齢化社会に対応した学習機会の提供」の３事業です。 

「５－１家庭教育支援事業」では、家庭教育支援チームの活動拡大や子育てサポーターの

人数の増員により家庭教育の支援や子育て中の市民の不満や悩みの解消を図ります。 

「５－４放課後子ども教室」では、積極的に民間等の活用を進めることで平均実施日数の

拡充に努めてまいります。 

「５－６高齢化社会に対応した学習機会の提供」では、高齢者の学び直し、生きがいづく

り、仲間づくり等高齢者を対象とした学習活動の支援のほか福祉、健康、介護予防等、高齢

者を地域全体が支える環境づくりのため担い手となる市民への学習機会提供に努めてまい

ります。 

４７ページをご覧ください。「施策６ 生涯学習活動の担い手となる人材育成」です。施

策方針といたしまして、「地域における学習活動の活性化を図るため、リーダーやボランテ

ィア等の人材を育成します。」「社会教育に関する専門的知識を持つリーダーを育成します。」

としております。 

成果指標は、「６－Ａ市民のボランティア活動・地域活動への参加状況」は市民アンケー

ト調査により集計します。現在１６．４％であり、平成３３年度末には３０％の達成を目指

します。 

４８ページをご覧ください。施策６には２つのアクションプランがあり、拡充事業は「６

－２ボランティア育成事業」です。生涯学習に関わるボランティアを育成し、活性化を図る

ほか、平成３２年に開催される東京オリンピック・パラリンピックの開催に際し、本市の「お

もてなし」に関わるボランティア人材育成を図ってまいります。 

４９ページをご覧ください。「施策７ 学習成果の活用機会の提供」です。施策方針とし

て「学習の成果を社会・地域に還元できるよう、様々な活用方法や機会を提供します。」と
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しております。 

成果指標は、「７－Ａ学習成果の活用機会（講座・教室の講師やボランティア活動など）

が充実していると感じる市民の割合」と「７－Ｂ年２回以上学習成果を地域に還元する団体

の割合」の２項目です。７－Ａ、７－Ｂいずれも、市内で活動する各種団体のアンケート調

査により集計し、それぞれ１７％、５０％を目指します。 

５０ページをご覧ください。施策７につきましては、アクションプランが２つあります。

「７－１学習成果の発表機会の提供」および「７－２生涯学習施設ボランティアとの連携」

に継続して取り組んでまいります。 

５１ページをご覧ください。「施策８ 市民の参加・協働による学習活動の推進」です。

施策方針として「地域活動を自ら解決するコミュニティづくりを目指し、地域が自主的に取

り組む学習活動を支援します。」「団体活動の後援及び情報発信の支援等を行います。「団体

間の連携を支援します。」としております。 

成果指標は、「８－Ａ住民同士で地域課題の解決に取り組んでいると考える市民の割合」

です。市民アンケート調査により集計し、平成３３年度末には２８％を目指します。 

５２ページをご覧ください。施策８には３つのアクションプランがあり、拡充事業は「８

－１学校開放の推進」「８－２多様な主体による学習活動の推進」の２事業です。 

「８－１学校開放の推進」では、地域が自主的に取り組む学習活動を支援するため、活動

の場として、小学校の教室等の施設の開放を進めてまいります。現在６校ですが、平成３３

年度末には１２校の実施を目指してまいります。 

「８－２多様な主体による学習活動の推進」では、社会教育関係団体のほか、企業等の民

間団体、大学等の高等教育機関など、多様な主体と連携し、専門性を生かした講座の実施を

推進してまいります。また、本市で提供している講座に限らず、市内のその他の主体が提供

している各種講座情報についても市民に情報提供できる体制を整備してまいります。 

以上、駆け足でございましたが、「第５次千葉市生涯学習推進計画原案」についての説明

を終わります。 

続きまして、資料３「第５次生涯学習推進計画 策定スケジュール」をご覧ください。本

日の審議会でいただいたご意見をもとに、第５次計画案に対する「中間報告」として、確認

させていただきます。１１月に市民意見募集を行い、さらに来年１月にパブリックコメント

手続きを行います。最後に２月に本審議会より答申をいただき、平成２８年度から第５次計

画の開始となります。 

これで説明は終わりますが、委員の皆様から、忌憚のないご意見をいただき、より良い計

画にしてまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

○西川会長 それでは、委員の皆さん、ご意見、ご質問等などありませんか。 

 

○田原委員 ５２ページのアクションプラン「８－１学校開放の推進」で実施校数６校とな

っていますが、具体的にはどこですか。どのようなことをやっているのですか。 

 

○事務局（増岡生涯学習振興課長） 現在、「特別教室開放」という事業として、特別教室
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を地域の活動に使用していただくことで開放しており、例えば音楽室を地域の子どもたちの

オーケストラの活動に使用するなどしております。現在の実施校は各区 1校で、星久喜・瑞

穂・緑町・都賀の台・扇田・海浜打瀬の各小学校です。なお、今後は特別教室に限らず幅広

く使用できる教室についての開放を検討しており、各区でもう１校ずつの導入を検討して

「拡充」としております。 

 

○田原委員 特別教室を開放するということは、学校の授業に差支えないようにしているの

ですか。 

 

○事務局(増岡生涯学習課長) 開放日は、土曜・日曜日です。現在、特別教室は学校施設の

中でセキュリティも高いため独立して管理しやすいところがあります。加えて幅広く地域の

生涯学習活動のために積極的に使っていけないかと考えております。 

 

○田原委員 現在この制度できちんと活動できているのですか。 

 

○増岡生涯学習課長 はい。例えば、緑区の扇田小学校では音楽室等を使用し活発に活動し

ております。 

 

○田原委員 以前に塾を入れる話がありましたが、それとは違うのですね。 

 

○事務局（増岡生涯学習振興課長） 放課後学習支援事業については、この事業とは別に現

在検討中でございます。 

 

○田原委員 塾と学校教育というものは少し違うのではないかと感じます。 

 

○事務局（増岡生涯学習課長） 放課後学習支援事業は、現行の放課後子ども教室事業も含

めて検討しております。 

放課後という時間は子どもの発達段階にとってかなり重要な部分を占めるので、現在実施

日数の少ない放課後子ども教室のコンテンツなどを充実させていくほか、勉強する動機づけ、

きっかけづくりとして大学等と連携するなど、放課後の時間を使って、子どもの成長に何が

良いかという観点で検討しております。 

 

○小椋委員 この事業に学校の教員は参加しているのですか。 

 

○事務局（増岡生涯学習振興課長） いいえ。利用していただける団体の方がお見えになり

ます。特別教室開放については、地域の方にお願いをして管理等をしていただいております。 

 

○小椋委員 体育館や教室を開ける時に、その学校の管理はどうなっているのですか。鍵の

開け閉め等はどうするのですか。 
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○事務局(増岡生涯学習振興課長) 今後しくみづくりを考えていきます。学校には負担をか

けない方法を検討します。 

 

○田原委員 教員に負担をかけることは良くないと思います。 

 

○事務局（増岡生涯学習振興課長） 基本的には利用する方々の間で組織化し管理していた

だくのが望ましいと思います。 

 

○事務局（大崎生涯学習部長） 「学校開放の推進」についてですが、現在、教育委員会全

体で平成２９年４月に向けて学校施設を開放していく方針です。なぜなら地域活動の拠点で

ある公民館が土、日曜日は使用頻度が高く、自治会館等を持っていない組織が活動する拠点

を考えると公民館が必ず使用できるとは限らないためです。小学校は月～金曜まで、土曜日

の午前中も場合によって授業参観などで使用する場合もありますが、土曜の午後や日曜日、

祭日であれば比較的教育活動を入れることは少ないので地域に学校施設全体を開放しよう

という流れで議論が進んでおります。 

ただ、そうした時に、当然セキュリティの問題が出てきます。学校を開放しようというこ

とが制度化されれば地域の方に管理をしていただこうという考え方で議論を進めておりま

す。具体的には、利用する地域の方々が安全管理人のような方を指名し、その方が鍵の開け

閉めを行います。学校の教員に負担をかけず、地域の方が地域のために学校を使用するので

あれば地域の方に守っていただこうというコンセプトです。この計画の中の「学校開放」と

いうのは、今まで生涯学習部が「特別教室開放事業」という形で行っていた事業を特別教室

に限定せず、将来的に学校施設全体を開放するということであります。 

現在、特別教室開放事業は各区１か所実施しておりますが、今後、ニーズの調査をきちん

と行ったうえで、地域活動を行いたいという地域があれば各区に２か所程度に拡充していく

ことが必要ではないかということで計画に盛り込んでおります。 

 

○廣石委員 ２点質問です。まず、現在特別教室を開放している小学校６校の選定理由を教

えてください。 

２点目は、「学校施設の確保に関する政令」の趣旨を考えると、学校施設の目的外の使用

については十分配慮が必要ですが、今の話を聞くと歯止めなく学校を地域の中に開放という

形になってしまいます。そうなると学校の本来の意味が薄れてくるのではないでしょうか。

この点について、学校関係者と十分話し合い進めていただきたいと思います。 

基本的に学校は施設を確保して子どもたちに授業をきちんと受けさせるという部分が最

優先であるのに、計画の文面では「地域が自主的に取組む学習活動を支援するため」という

ことが主になっていて、地域の学習ニーズさえあれば学校開放できると読めてしまう。これ

は違うと思うのですがいかかでしょうか。 

 

○西川会長 学校の目的外使用についてはどのような取り扱いになるのでしょうか。その点
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も含めて事務局回答をお願いします。 

 

○事務局（大崎生涯学習部長） まず、学校施設を地域活動のために使用する、ということ

であれば行政財産の目的外使用となり教育委員会が審査し活動を許可します。 

また、教育委員会または市が事業として学校を使用する場合は、行政財産の使用承認とい

う形で行います。今回の特別教室開放事業というのは、当面は教育委員会の事業の位置づけ

で行っていく方向で検討しております。 

将来的に地域の力で行いたいというところについては目的外使用許可という位置づけで

事業を進めていくことも視野に入れておりますが、今すぐに教育委員会が学校を地域に丸な

げすることは考えておりません。 

 

○事務局（増岡生涯学習振興課長） ６校の選定でありますが、施設内で独立していてセキ

ュリティ上管理しやすい場所を学校と協議の上、地域との話し合いを経て選んでおります。 

 

○廣石委員 地域が要望したのですか。それとも教育委員会がセキュリティの関係上管理し

やすい理由で選定したのですか。 

 

○事務局（増岡生涯学習振興課長） 「子どもたちの音楽活動に使いたい」など、地域から

のニーズがありました。そのうえでセキュリティが管理されているところで総合的に話し合

いをしながら進めてきたところですが、今後は必ずしもセキュリティだけにとらわれず、ニ

ーズ等を調査し使用できるかを含めて検討してまいります。 

 

○廣石委員 学校開放に関して、使用したいと希望者が出た場合の取扱いについて教育委員

会で定める内規などはありますか。 

 

○事務局（増岡生涯学習振興課長） 将来的な特別教室に限らない「学校開放」については、

制度設計をしているところでございます。 

地域で複数の団体が特別教室の使用を希望しているとき、その団体で委員会を組織してい

ただき、教育委員会との話し合いや団体間の調整を行っていただこうと考えております。 

なお、「学校開放」の制度全体の枠組みでは、自治会等の活動に使用されることもありま

すが、事務局としては、生涯学習活動に使っていただくための取組みとして計画のなかに盛

り込んでおります。 

 

○廣石委員 計画目標では 1年に１校ずつの増加ですし、今伺った感じではあまり拡充に積

極的ではないように感じます。ＰＴＡや地域が学校を使用したいと手を挙げた時に規程をつ

くり、改めて検討しようということでしょうか。 

 

○事務局（増岡生涯学習振興課長） 学校の地域ごとに希望する団体が複数集まったところ

で学校をどのように使用していくかという委員会を立ち上げていただくことになります。 
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○廣石委員 そのような定めは文書化されているということですね。 

 

○事務局（大崎生涯学習部長） これからです。教育委員内部で検討しているところで、平

成２９年の４月１日に「特別教室開放事業」から「学校開放」という事業に移すため作業を

進めております。 

現在は各区１校だから各区にさらに２、３校といたずらに増やすのではなく、地域のニー

ズを検証の上、ニーズがあるところについて新たな「学校開放」という形で各区２校程度に

は増やしたいと考えて目標値を設定しております。 

 

○廣石委員 現在、稲毛区では数か所小学校の敷地内に子どもルームがありますが、その管

理に準じた方法はどうでしょうか。積極的に取り入れてもらいたいと思います。 

 

○浅野委員 資料２の「施策展開の方向性」が段階を踏んだ構成ということで、「④学習活

動を核とした地域づくり」が到達点であると思いますが、地域づくりに向けた学習活動とい

う観点で見るとアクションプランが不足しているように思われます。例えば、「施策４市民

ニーズに対応した学習機会の提供」のアクションプランにおいて、地域づくりに関する講座

の記述がない。また、アクションプラン「６－１団体・グループ活動のリーダー養成・育成

事業」とあるが、この「団体、グループ活動」の中に「地域リーダー」の言葉があってもい

いのではないかと思います。 

 最後に、「８－３社会教育関係団体の育成」の中にも、地域づくりに関わる公民館サービ

スなど地域づくりにつながっていくようなアクションプランが見えてくると良いと思いま

す。 

 

○髙塚委員 学校というのは特殊な施設で、開放することを意図して造られておりません。

ただ、一部新しい学校では開放できる構造で造られているものもありますので、そのような

学校から優先的に開放されていくことになるのではないかと理解しております。 

開放する施設として、動線の確保は重要であり、不審者が勝手に学校部分に侵入できる構

造では困ります。特に、学校には生徒の個人情報があふれています。そこに地域の名のもと

にいろいろな人が出入りすると、問題が発生することも予想されるので、セキュリティには

十分に配慮をしていただき、学校の現場の意見をよく聞いて無理のないよう進めていただき

たいと思います。 

事業の内容自体に反対するものではありませんが、学校はなかなかに「使いにくい場所」

ですから、配慮していただきたいと思います。 

 

○秋葉副会長 おおむねよろしいかと思いますが、気になる点についていくつか申し上げま

す。３４ページの「１－Ａ生涯学習に関心のある市民の割合」の目標値ですが、無関心の層

が必ずいることを考えると、平成３３年度目標値が９０％は高すぎかと思います。インター

ネットの調査では、問題意識の高い方が積極的に回答するわけですから、その分を差し引い



12 

 

て考えるとあまりに過大ではないでしょうか。 

もう１点。新規事業で eラーニングの普及ですが、具体的にはどのようなことを検討して

いるのかを教えてください。eラーニングは作る側は楽しいけれどもあまり普及していない

実情があります。また、作ってしまうと作る側もあまり使いたがらず、費用ばかりがかかる

という性質があります。 

 

○事務局（増岡生涯学習振興課長） ９０％の目標値ですが、確かに達成はかなり厳しいと

考えておりますが、この数値を目指していきたいと考えております。 

eラーニングについては、現在、企業や大学と連携してネット配信している企業と連携を

検討しています。 

この企業の提供する講座を生涯学習センターで試験的に導入します。生放送の講座は基本

的に無料ですが、録画放送は有料となります。ここはさまざまな大学と連携しており、先に

このコンテンツを見て基礎知識を得て、大学では議論だけをするという形式を採用している

大学もあるそうです。この eラーニングの講座を生涯学習センターで無料体験してみること

は生涯学習の契機になるかと考えます。 

 

○秋葉副会長 今伺ったお話しでは、大変難しいと思います。アメリカの eラーニングプラ

ットフォームの「ムードル」が無料であるように、インターネットは無料が原則の世界です

から、有料に切り替えてユーザを集めることは非常に難しい部分であり、どの程度の需要が

あるかどうかわかりません。単位習得のための科目になると有料でも可能だと思いますが有

料利用者の特定をどうするかなど非常に難しい点があります。 

 

○事務局（増岡生涯学習振興課長） 今回導入する eラーニング事業は、企業が自己の事業

として行っているものなので、コンテンツの提供・料金徴収等に市の負担はございません。 

 

○河野委員 ４３ページの「４－６キャリア支援事業」について、実施方法を検討されてい

ると思いますが、商工会議所にもご相談いただければ協力したいと思っております。 

 

○事務局 （増岡生涯学習振興課長） 計画案の基本的な考え方でも記載があるとおり、キ

ャリア支援についても民間との連携を検討してまいります。 

 

○西川会長 民間との連携は非常に重要となってきます。この審議会には関係者の方もいら

っしゃることですので、連携して取り組んでいただきたいと思います。 

 

○小川委員 ４５ページ「４－３未来の科学者育成プログラム」に「市内大学、研究機関、

企業の有する先端科学技術」とありますが、ある程度の具体的な講座などありますか。 

 

○事務局（西村科学都市戦略担当課長） 「未来の科学者育成プログラム」は今年で４年目

になります。現在すでに各大学、研究施設における研究内容に関し中高生向けに講座を行っ
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ております。 

 

○岩切委員 資料の表紙に記載されている「学びを通して地域がつながるまちづくり」とは、

地域のコミュニティの中でつながるという意味なのかいろいろな地域と地域がつながると

いう意味のどちらですか。 

 

○事務局（増岡生涯学習振興課長） 基本的には地域ごとでまとまるということを想定して

います。地域でのつながりが進めば、その次の段階で地域同士のつながりということも考え

られると思います。 

 

○岩切委員 ６区の地域がつながるという考え方ではないということでしょうか。 

 

○事務局（増岡生涯学習振興課長） 発展形としてはそのような形態も考えておりますが、

現在では、まずそれぞれの地域のつながりを念頭にしております。 

 

○岩切委員 具体的は施策展開としてはないですか。 

 

○事務局（増岡生涯学習振興課長） 原案では直接記載しているところはございません。 

 

○髙塚委員 「生涯学習」と「学校教育」の関係性について、さまざまな意見があります。

「生涯学習」が「学校教育」を含む概念だと言う人もありますし、「生涯学習」と「学校教

育」は対等の関係にあると言う人もあります。いずれにしても、学校教育が教育全体に果た

す役割は大きいです。学校教室の開放だけでなく、「開かれた学校」づくりという流れの中

で、学校教育と生涯学習は根本の部分で既にかなりの部分が連携しています。学校教育の関

係者は、学校を地域の文化の発信基地と考えているほどです。それにも関わらず、この計画

案は学校教育からかなり離れてしまっているように思われますがいかがでしょうか。 

 

○事務局（増岡生涯学習振興課長） 現在、法改正に伴う新しい教育委員会の体制において、

大綱を策定しているところです。この大綱が、学校教育推進計画と生涯学習推進計画と合わ

せた全体的な教育に関する施策として示される予定です。広く考えれば、生涯学習は学校教

育も含みますが、ここでは、狭義の意味で学校教育と分けた計画として策定しております。 

 

○松波委員 ４５ページ「５－１家庭教育支援事業」に関して、私は、家庭教育支援チーム

「すまいる」のメンバー及び美浜区の子育てサポーターとして真砂中学校区で活動していま

すが、真砂中学校区には公民館がないため、美浜保健福祉センター内の社会福祉協議会ボラ

ンティア室や真砂コミュニティセンターを使用しています。真砂コミュニティセンターは有

料ですが、積極的に利用することで支援チームの区域内の活動が広がると考えておりますの

で、この点にご配慮いただきたいと思います。 
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○河野委員 「５－１家庭教育支援事業」につきまして、平成３０年の中間目標値と平成３

３年の目標値が同じということは３年間何もしないということですか。 

 

○事務局（増岡生涯学習振興課長） 平成３０年度までには達成したいということです。 

 

○松波委員 家庭教育支援事業は平成３０年度までの目標値が４チームとなっていますが、

目標としては各区に１チームで６チームではないですか。 

 

○事務局（大崎生涯学習部長） 本計画の期間は６年間となっていますが、上位計画である

新基本計画に基づく第２次実施計画で、家庭教育支援チームは現状２チームをあと２チーム

増やすということで全庁的に方向性が認められています。これが本計画案に入っております。 

そこからさらに２チーム増やすということについては第３次実施計画の内容になります

が、チームを増やすということであれば、担う人材がいるかどうかが重要になりますので、

第３次実施計画を策定していくなかで再度議論をすることになります。平成３３年度末の目

標値をどのような表記にするかについて引き続き検討してまいります。 

 

○西川会長 貴重なご意見がたくさん出ましたので、参考に検討をお願いします。それでは

これをもちまして議事１について終了いたします。 

その他ございませんか。 

 ほかになければ、以上で本日の議事を終了します。 

 

午後２時５０分閉会 

 

問い合せ先  千葉市教育委員会生涯学習部生涯学習振興課  

電    話  ０４３－２４５－５９５４ 

ファックス  ０４３－２４５－５９９２ 

電子メール  shogaigakushu.EDL@city.chiba.lg.jp 

 


