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第４号様式（第８条関係） 

 

議 事 録 

会議名 平成 30年度第 1回寒川町社会教育委員会議  

開催日時  平成 30年 4月 25日（水）午後 1時 30分～午後 3時 10分  

開催場所 寒川町役場 3階議会第 1・ 2会議室  

出席者名、 

欠席者名及び

傍聴者数 

出席者：平本委員 (議長 ) 仲田委員 (副議長 ) 三澤委員  原委員     

江藤委員  加藤委員  青木委員  

欠席者：河村委員  花山委員  山口委員  

事務局：大澤教育長  古谷教育次長  長岡教育総務課長   

小林教育総務課主査  奥谷教育総務課主査  

指定管理者：別府町民センター館長  嶋田総合図書館長  

傍聴者： 2人  

議 題 

協議事項 (1)部会員の選出について 

(2)各種団体への派遣委員選出について 

報告事項 (1)平成30年度社会教育主要事業計画について 

(2)平成30年度社会教育関係団体補助金等の交付について 

(3)平成30年度4～6月事業予定 

決定事項 

 

 

 

公開又は  

非公開の別  

 

 公  開  

非公開の場合その

理由（一部非公開

の場合を含む）  

 

 

議事の経過 

1. 開会  

 

2．委嘱状交付  

 

3．あいさつ  

  大澤教育長  

 

4．自己紹介（資料 1）  

 

5. 社会教育委員について（資料 2）  

資料 2により説明  

 

【委員】社会教育法第 17 条 2 項に「社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して」

とあるが、出席は可能か？全体会議があと 1回しかないので、社会教育委員としての情

報を受けるために教育委員会の定例会に聴講でもいいので出席したい。参加でなくても

いい。 

 

【事務局】傍聴という形でも出席は可能です。 

 

【委員】参加はできないということか。 

 

【教育長】必要に応じて参加も可能です。 
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【委員】わかりました。社会教育委員としては、教育委員さんからの求めに応じて参加

ということで、傍聴なら可能ということですね。 

 

【事務局】傍聴の場合は、社会教育委員という身分でなくても可能です。 

 

【委員】わかりました。もう 1点、独任制ということで調査することが多いと思うが、

身分証明書はあるのか？カードみたいなものがあれば非常に活動しやすいのだが。 

 

【事務局】単独で調査するというのはこれまでは想定していませんでした。今まで視察

等については、事務局で段取りをさせていただいて皆さんで行っていました。 

 

【委員】独任制を認められているので、単独で行動できるのでは。 

 

【事務局】今までは、皆さん一緒に行っていましたので、必要ということであれば、ど

うするのがよいか考えたいと思います。 

 

【委員】これからは変わるべきだと思います。 

 

6. 議長・副議長の選出  

  委員の互選により議長に平本委員、副議長に仲田委員を選出。  

  平本議長・仲田副議長あいさつ  

 

7．議事録承認委員の指名について    

  事務局より各回名簿順に 2名ずつお願いすることを提案。  

  一同了承。今回は、欠席者の関係で三澤委員、平本議長に依頼。  

 

8．協議事項  

(1)部会員の選出について (資料 3) 

  事務局から資料 3説明  

 ※各部会員の選出  

 【公民館部会】平本議長・河村委員・三澤委員・加藤委員・山口委員  

 【図書館部会】仲田副議長・花山委員・原委員・江藤委員・青木委員  

 

(2)各種団体への派遣委員選出について（資料 4）  

  事務局から資料 4により各種団体の概要説明  

 ・神奈川県社会教育委員連絡協議会理事…平本議長  

・寒川町青少年環境浄化推進協議会委員…三澤委員  

 ・寒川町青少年問題協議会委員…江藤委員  

 ・寒川町生涯学習推進会議委員…仲田副議長  

 

9．報告事項  

(1)平成 30年度社会教育主要事業計画について（資料 5・ 6）  

事務局から資料 5・ 6説明  

 

【副議長】社会教育に関して、公民館の施設整備、図書の充実などハード面に関しての

もの、また講座の開設などソフト面などバランスよく提案されていると思う。それを踏

まえて、少人数の意見ですが、平成 30年度の施政方針の中に「着眼大局、着手小局」

の考え方のもとに基礎自治体として「変わる」のではなく、自らの意思、主体性を持っ

て「変える」と注力してまいりたい。と書いてあります。それを自分なりにかみ砕くと

今必要なのは、ハードとか固定費がかかるものではなく、ソフト面でいかに町の品位を
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向上させるかということだと思います。何をやらなければいけないかというと、町民が

望む町のあり方というのは今まであったと思うが、逆に、町の望む町民像というのを提

案していく時期ではないでしょうか。受け身ではなくて、町主体でいわゆる寒川らしさ

を実現する、させるための軸、核となるようなものの講座。ソフト面で実現していかれ

てはどうかと思っています。それが「寒川らしさ」とか「高座のこころ」というものに

通じるのではと感じました。30 年度に関してどうこうということではなく、一項を考

えるときに施政方針に載っていたところから私はそういうふうに感じました。 

 

【委員】資料 6の中で事業費がかなり 29年度から 30年度にかけて減額になっていて、

減額になっているのが、学校給食を作っていくための予算に流用という話でしたが、逆

に学校給食の施設の方はどういう流れになっているのか。また、文化財保護事業の中の

倉見神社の夫婦欅補助金というのは、どういうことで補助金を出されるのか。 

 

【事務局】倉見神社の夫婦欅は町指定重要文化財になっています。寒川町で特に重要だ

と思われるものを町が指定するものです。その指定重要文化財に関しては、補助金の制

度があります。その中で、倉見神社さんから申請がありました。1年で終わるというか

たちではなくて 3年計画で申請をいただいています。昨年 29年度にもすでに土壌改良、

倒木対策等を実施しております。300年ぐらいの樹齢のもので中が空洞化して危険な状

態にもありますので、できる限りそれを阻止する、少しでも長持ちするようなかたちで

やりたいということで、基本的には、管理者であります倉見神社さんでお金や労働力を

出して実施している中で、先ほど申しました文化財保護委員会にも審議をかけて、内容

等の承諾を得て、採択を得て、若干ではありますが町が補助金を交付するというかたち

になっております。 

 

【委員】3年間とうことは 31年度まで補助活動を続けるということですか。 

 

【事務局】28 年度もやっておりますので、今年度までで一段落して、また状況を見る

というかたちを考えております。 

 

【事務局】社会教育担当の予算が大幅に減額になっているところですが、先ほどの説明

は、給食センターを作るからお金が無くなったということではなく、今まで社会教育施

設は、教育総務課で施設の整備、修繕など施設自体の管理も行っていたのですが、この

4月から教育施設・給食課が新設され、給食施設も含め、学校施設も社会教育施設もす

べて管理することになりました。そこで昨年度まで教育総務課社会教育担当で社会教育

施設の維持、メンテナンスの予算を持っていましたが、それらをすべて新しい課に予算

替えをしましたので、社会教育担当が持っていたその分の予算が減額になったというこ

とです。 

 

(2)平成 30年度社会教育関係団体補助金等の交付について（資料 7）  

事務局から資料 7説明  

質疑等なし  

 

(3)平成 30年度 4～ 6月事業予定（資料 8）  

  事務局、指定管理者から資料 8説明  

  質疑等なし  

 

10．その他  

・平成 30年度寒川町社会教育委員会議等日程 (案 )について（資料 9）  

 事務局から資料 9説明  
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◎今後の会議開催予定について   

原則資料 9の会議日程にて開催することで承認。  

◎県社会教育委員連絡協議会及び県公民館連絡協議会事業へ各 2名  

ずつの参加者選出依頼  

● 6/12(火 )県社会教育委員連絡協議会総会  

平本議長、仲田副議長出席予定  

● 8/23(木 )県社会教育委員連絡協議会研修会  

  江藤委員出席予定  

● 11/21(水 )県社会教育委員連絡協議会地区研究会 (茅ヶ崎市会場 ) 

仲田副議長、加藤委員出席予定  

● 1/18(金 )県公民館大会  

  青木委員出席予定  

● 1/25(金 )県社会教育委員連絡協議会地区研究会 (伊勢原市会場 ) 

  三澤委員出席予定  

    ※ 6/12総会に参加しない委員については、後日委任状の作成を依

頼  

    ※参加予定人数 2名に達していない 8/23研修会、 1/18公民館大会、

1/25地区研究会 (伊勢原市会場 )については、県事務局から開催

通知が届いたタイミングで再度各委員に照会  

    ※各事業の参加者については、代表者 1名が別添の「寒川町社会教

育委員研修会等参加報告書」を作成し、提出  

 

11．閉会    

仲田副議長  

 

配付資料 

資料 1 平成 30・ 31年度社会教育委員名簿  

資料 2 社会教育法抜粋等  

資料 3 公民館部会・図書館部会の設置について  

資料 4 各種派遣団体資料  

資料 5 平成 30年度重点施策  

資料 6 平成 30年度社会教育主要事業計画  

資料 7 平成 30年度社会教育関係団体補助金交付予定一覧  

資料 8  社会教育行事予定カレンダー（ 4～ 6月分）  

資料 9  平成 30年度寒川町社会教育委員会議等日程 (案 ) 

議事録承認委員及び

議事録確定年月日 
・三澤勇    ・平本正子 

（平成 30年 5月 18日確定） 

 


