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平成２９年度第５回袖ケ浦市社会教育委員会議 

 

１ 開催日時  平成３０年２月２日 午後３時開会 

 

２ 開催場所  袖ケ浦市役所保健センター接種室 

 

３ 出席委員 

委 員 鴇田 道雄 委 員 稲垣 昭彦 

委 員 二宮 義文 委 員 石井 ゆみ子 

委 員 田中 雪夫 委 員 佐々木 眞由美 

委 員 川瀬 雅雄 委 員 中山 正紀 

委 員 木村 育子 委 員 小泉 康 

委 員 髙野 隆晃   

 

４ 出席職員 

教育長 御園 朋夫 生涯学習課副課長 稲葉 理恵 

参事（兼生涯学習課長） 小阪 潤一郎 生涯学習課主査 佐藤 博幸 

体育振興課長 林 健司 生涯学習課主任主事 大野 成世 

市民会館館館長 溝口 輝 生涯学習課社会教育班長 長谷川 操 

 

５ 欠席委員 

委 員 松井 恭子 委 員 在原 潤 

委 員 萩原 美佐雄 委 員 牧野 喜美代 

 

６ 傍聴定員と傍聴人数 

 

 

７ 議 題 

（１）平成３０年度袖ケ浦市社会教育委員関係団体補助金について 

（２）平成３０年社会教育・体育事業計画（案）について 

（３）袖ケ浦市男女共同参画会議の推薦について 

（４）袖ケ浦市生涯学習推進協議会について 

 

８ 報 告 

（１）袖ケ浦市生涯学習奨励賞受賞者について 

傍聴定員 ５人 

傍聴人数 ０人 
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（２）袖ケ浦市生涯学習推進大会社会教育功労感謝状受賞者について 

（３）平成３０年袖ケ浦市成人式実施報告について 

（４）第２７回袖ケ浦市元旦マラソン大会について 

 

９ 議 事 

（１）平成３０年度袖ケ浦市社会教育委員関係団体補助金について 

二宮委員長 ：それでは、平成３０年度袖ケ浦市社会教育委員関係団体補助金 

について事務局より説明願います。 

事務局大野 ：平成３０年度袖ケ浦市社会教育委員関係団体補助金について、 

資料１ページから３ページを説明 

二宮委員長： 質疑がありますか。 

田中副委員長：今年度は補助金を削減されているが、ターゲット・バードゴル

フ協会など補助交付額が少ない団体についても一律削減をする

のですか。 

事務局長谷川：今年度も補助金の要望の時に各団体とヒアリングをいたしまし 

た。その中で市の財政の状況等を説明させていただき、社会教

育団体連絡協議会事務局長と協議し、一律削減といたしました。 

佐々木副委員長：補助対象経費の財源は補助金以外には何がありますか。 

事務局大野 ：補助金以外の財源についてですが、各団体の会費又は大会の参 

加費などの事業の収入が主な財源となっています。 

二宮委員長 ：少年野球連盟も、現在市内には８チームしかないため、財源の 

確保に苦慮しています。大会を開催するために、各企業などに 

スポンサーをお願いして財源確保の努力をしています。 

小泉委員  ：社会教育関係団体には体育協会と少年サッカー協会があるが、 

別組織であるのはどうしてですか。 

川瀬委員  ：少年サッカー協会は主に小学生を対象にしていますが、体育協 

会に属しているスポーツは成人を対象としています。 

小阪参事  ：少年サッカー協会については、以前は少年サッカー連盟という 

名称から変更されたものです。少年野球連盟と同様の組織であ 

り、少年サッカー協会も地域で活動しているチームとなってい 

ます。 

小泉委員  ：平成３０年度は補助金交付額を減額していますが、毎年減額を 

していくものですか。人が集まり事業をするためには、費用が 

かかります。近年、人のつながりが希薄になっているため、人 

が集まり事業をするためには、このような補助金こそ減額して 

はいけないのではないでしょうか。 
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小阪参事  ：市の予算は、年度ごとの予算となります。市の財政状況により 

変わってきますので、来年度や今後の補助金の状況についての 

回答はできませんのでご理解いただきたいと思います。また、 

この補助金については、今後議会で採決さてれいくような流れ 

となっています。 

二宮委員長 ：社会教育関係団体に補助金を交付しているのは、近隣４市では 

袖ケ浦市だけです。補助金の交付があるということは他市より 

も各団体の支援をしています。財政も限りがありますので、あ 

る予算を有効に使っていただきたいと思います。 

その他質疑はありますか。平成３０年度社会教育関係団体連絡

協議会補助金は異議なしでよろしいですか。 

（異議なし） 

二宮委員長 ：異議がないようですので、つづきまして、（２）平成３０年社会 

教育・体育事業計画（案）の生涯学習課の事業について事務局

より説明願います。 

事務局長谷川：平成３０年社会教育・体育事業計画（案）について資料４ペー 

ジから６ページ（社会教育班）を説明 

稲葉副課長 ：平成３０年社会教育・体育事業計画（案）について資料６ペー 

ジから７ページ（文化振興班）を説明 

二宮委員長 ：質疑はありますか。 

川瀬委員  ：昨年、平成２９年度の山野貝塚保存活用事業の予算総額４１９

万６千円の中に、貝層剥ぎ取り断面製作費を実施すると説明が

あったが、平成３０年度は貝塚の見える化を図っていただきた

いです。また案内図や子どもの歴史教育に取り入れるなど検討

をお願いします。 

小阪参事  ：山野貝塚は国史跡に指定されたため、文化庁からの補助金を受

けて効果的に活用計画をしていきます。 

稲葉副課長 ：２月１０日から郷土博物館で山野貝塚の特別展を開催します。

今年度作成しました、貝層剥ぎ取り断面については、特別展で

展示しますので、ぜひご来場ください。また、現地での案内板

ですが、平成２９年度と平成３０年度に文化庁の補助金を受け

設置する予定です。 

川瀬委員  ：看板を設置することについて、地元は了承していますか。 

稲葉副課長 ：承諾をいただいている箇所に看板を設置する予定です。 

二宮委員長 ：郷土を知ることは重要です。袖ケ浦市唯一の国史跡ですので、

山野貝塚と郷土博物館が一連でＰＲをして、山野貝塚について
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みなさんで注目していきたいと思います。 

小泉委員  ：袖ケ浦公園のアスレチックがあるアドベンチャーキッズ広場か

ら山野貝塚には行けないのでしょうか。休日には多くの方が集

まる場所ですので、そこから、山野貝塚へ行けるとＰＲになる

と思います。 

川瀬委員  ：山野貝塚までは行けますが、看板の設置はないので、わかりづ

らいと思います。 

二宮委員長 ：多くの方にシンポジウムに参加していただき、そのような意見

を言ってもらえると、山野貝塚も活性化すると考えますので、

ぜひシンポジウムなどでのＰＲをお願いします。 

小阪参事  ：先ほど説明をした、三学大学講座について補足します。５回開

催していた三学大学講座を平成３０年度は１回減らし、４回開

催します。理由については、１回あたりの講師の予算を上げて、

著名な方で市民のみなさんのニーズに合った講師をお呼びする

という考えで、回数を１回減らして、一回当たりの予算を手厚

くしています。 

二宮委員長 ：質疑はありますか。 

稲垣委員  ：三学大学講座の回数が減り、第１回目は７月７日の青少年健全

育成推進大会と同日に開催するとのことですが、毎年、５月の

第１回目は文化協会と共催で開催していましたが、平成３０年

度はどのような計画をしているのですか。 

小阪参事  ：７月は青少年健全育成推進大会と開催しますが、文化協会との

共催は後日、日程の調整を予定しています。 

稲垣委員  ：先ほど説明のあった芸術鑑賞助成事業ですが、文化協会が主催

している市民劇場について、今年度は、市民会館の大ホールの

改修を行っていたので、実施しませんでした。平成３０年度は

１１月１８日に予定をしています。 

二宮委員長 ：質疑がないようですので、つづきまして、（２）平成３０年社会 

教育・体育事業計画（案）の体育振興課の事業について体育振

興課林課長より説明願います。 

林体育振興課長：平成３０年社会教育・体育事業計画（案）について資料８ページ

から９ページ（体育振興課分）を説明 

二宮委員長 ：質疑はありますか。 

川瀬委員  ：総合運動場等管理工事の説明がありましたが、工事により来年

度の元旦には開催できないため、体育協会では時期をずらして

開催するように検討しています。 
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田中委員  ：総合運動場等管理工事はいつから始まりますか。 

林体育振興課長：工事は８月頃から始まる予定となっています。工事の内容は、主

にスタンドの改修となります。大会の開催はできませんが、サッ

カーや陸上の練習、芝生でのグランドゴルフなどは使用できます。 

二宮委員長 ：高齢者は「スポーツ」というと取り掛かりづらいと考えます。

今、地域で百歳体操など実施していますが、体育振興課の生涯

スポーツと目的は同じなので、高齢者支援課や健康支援課と連

携して事業を実施するように検討していってもらいたいです。 

林体育振興課長：イベントについては、体育振興課だけはなく、他の課と連携した

取組みを実施しています。例えば、２月２５日に行うウォーキン

グフェスタは健康推進課の保健師等がスタッフとしての参加や、

ガウラマイレージ対象事業としています。そのほか、ウォーキン

グフェスタには１歳の子の参加やベビーカーや車いすの方など

参加の申し込みがあり、誰でも参加できるようなイベントとなる

ように企画しています。 

川瀬委員  ：山野貝塚のシンポジウムとウォーキングフェスタが同日となっ

ています。同じ教育委員会なので、行事の重複がないように計

画をお願いしたいと思います。 

二宮委員長 ：その他異議はありますか。 

       （異議なし） 

 

（３）袖ケ浦市男女共同参画会議の推薦について 

二宮委員長 ：異議がないようですので、（３）袖ケ浦市男女共同参画会議の推

薦について事務局より説明願います。 

事務局長谷川：別添資料について説明 

二宮委員長 ：袖ケ浦市男女共同参画会議の委員について立候補する方はいま

すか。 

事務局長谷川：委員は８名で男女比率が決まっているため、男性の推薦を担当

課から依頼されています。 

田中副委員長：袖ケ浦市男女共同参画会議の委員を受けます。 

二宮委員長 ：それでは、田中副委員長を選出したいと思いますが異議ありま

すか。 

（異議なし） 

二宮委員長 ：異議なしのため、袖ケ浦市男女共同参画会議の委員を田中委員

に決定しました。 
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（４）袖ケ浦市生涯学習推進協議会について 

二宮委員長 ：つづきまして、袖ケ浦市生涯推進協議会について事務局より説

明願います。 

佐藤主査  ：別添資料について説明 

二宮委員長 ：事務局から説明があったとおり、本市の生涯学習を推進するた

め、生涯学習推進協議会について検討していきたいと提案があ

りました。質疑はありますか。 

小阪参事  ：今回の資料ではイメージしづらいかと思いますが、委員の構成

など資料をみなさんにお示しして、継続審議をしていきたいと

考えています。 

佐々木副委員長：生涯学習推進協議会を継続するか統廃合するかという検討をして

いくのですか。 

事務局長谷川：最終的には、生涯学習推進協議会の継続又は統廃合を決めてい

きたいと考えています。 

小阪参事  ：たとえば、千葉県は社会教育委員と統廃合をしていますが、千

葉県はなぜ統廃合したのか。その経緯等の資料を今後示してい

きます。 

髙野委員  ：過去の経緯と委員の構成、近隣市町村の状況を提示していただ

きたい。 

鴇田委員  ：平成３０年度の生涯学習推進協議会の組織はどのようになるの

ですか。 

事務局長谷川：平成３０年度の生涯学習推進協議会は、現状どおりの組織で会

議を１回開催していきます。 

髙野委員  ：最終的に統廃合をすることを目的に継続審議をしていきたいと

いうことですか。また、今の状況を変えたいということなのか

を示していただきたい。 

御園教育長 ：現在、生涯学習推進協議会は、生涯学習推進大会のための会議

となっています。本来の会議の目的を検討し、生涯学習推進協

議会を見直す必要があるだろうという考えです。委員の中には、

企業の方もいます。便宜上、生涯学習推進大会のために、推進

協議会に呼ばれ、そのためだけの会議を開催しているという印

象となっています。本来は目的があって設置された協議会なの

ですが、現在は社会教育委員会議もありますので、社会教育委

員にできること生涯学習推進協議会でなければできないことが

あるのかどうかを吟味しながら、また、生涯学習推進大会もど

のように進めていくのか。形だけのものは改善していきたいと



- 7 - 

いう考えです。 

事務局長谷川：５月には現状を把握できる資料や構成員また、近隣の状況等の

資料を提示していきますので、今後の審議をお願いします。 

小泉委員  ：生涯学習推進協議会の委員と社会教育委員は教育委員会として

の位置づけはどのようになっていますか。 

小阪参事  ：社会教育委員が上位となっています。 

髙野委員  ：具体的に問題点なども文章化し、検討できる資料の提示をお願

いします。 

事務局長谷川：承知しました。 

二宮委員長 ：それでは、今意見があった資料をそろえて、５月以降に検討を

していきます。 

 

１０ 報 告 

（１）袖ケ浦市生涯学習奨励賞受賞者について 

二宮委員長 ：それでは、（１）袖ケ浦市生涯学習奨励賞受賞者について事務局

より説明願います。 

佐藤主査  ：袖ケ浦市生涯学習奨励賞受賞者について資料１０ページを説明 

二宮委員長 ：質疑はありますか。 

（質疑なし） 

 

（２）袖ケ浦市生涯学習推進大会社会教育功労感謝状受賞者について 

二宮委員長 ：袖ケ浦市生涯学習推進大会社会教育功労感謝状受賞者について

事務局より説明願います。 

佐藤主査  ：袖ケ浦市生涯学習推進大会社会教育功労感謝状受賞者について

資料１１ページを説明 

二宮委員長 ：質疑ありますか。 

（質疑なし） 

 

（３）平成３０年袖ケ浦市成人式実施報告について、 

二宮委員長 ：（３）平成３０年袖ケ浦市成人式実施報告について、溝口市民会

館館長より説明願います。 

溝口市民会館館長：平成３０年袖ケ浦市成人式実施報告について、資料１２ページ

から１５ページを説明 

二宮委員長 ：社会教育委員も実行委員や来賓で出席しましたが、意見はあり

ますか 

川瀬委員  ：式辞のスピーチの時に、私語が多いのが気になりましたが、今
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年の成人式は静かでした。 

木村委員  ：昭和地区に参加しました。厳粛に式が行われました。今回の成

人式でマスコミが報じています晴れ着関連の被害者は身近にい

なかったのでしょうか。ニュースによるとかなりの人数が被害

にあわれたと報道がありましたし、成人式は新成人の門出を祝

う大切な行事だと感じています。新成人の言葉に「郷土に誇り

を持ちながら社会の一員として頑張る」とありました。この意

義ある行事を今後も大事にしていただきたいと思います。 

溝口市民会館館長：現在、晴れ着関連の被害にあわれた方の情報は聞いていません。 

石井委員  ：長浦地区に参加しました。午後の部には、少しにぎやかな成人

式となったと感じていますが、式自体は静かに終わりました。 

髙野委員  ：私も長浦地区に参加しました。以前、テレビで成人式の派手な

衣装を着ている子たちも、成人式のために、自らアルバイトな

どをして一生懸命お金を貯めて衣装を購入している報道があり

ました。その子たちも、成人式という行事を大事にしていると

感じました。 

中山委員  ：平川地区に参加しました。合唱がとても良かったと感じました。 

とても工夫されていたと思います。 

二宮委員長 ：その他意見はありますか。 

（意見なし） 

 

（４）第２７回袖ケ浦市元旦マラソン大会について 

二宮委員長 ：つづきまして、（４）第２７回袖ケ浦市元旦マラソン大会につい

て林体育振興課長より説明願います。 

林体育振興課長：第２７回袖ケ浦市元旦マラソン大会について資料１６ページを

説明 

川瀬委員  ：今の説明に補足をします。当日はとても良い天気に恵まれてい

ました。５０９名参加がありました。昨年対比で７８名増えま

した。内訳では小学生が４３名、中学生は１０名、一般の方で

２５名増えています。５０９名の参加の中で女性の方は１６２

名でした。内訳では小学生は１１３名、一般で４９名でした。

女性の参加者が年々増加している状況でした。 

小泉委員  ：私も参加をしました。近年、若い方が増えてきたため、一般参

加についてはもう少し種目を分けていただけるといいと思いま

した。また、以前海浜公園で行っていたマラソン大会は第１０

回で終了してしまいました。元旦マラソンも今後は開催時期等
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を検討すると説明がありましたが、若い方などマラソンをする

方が増えているので、需要があると思います。マラソン大会は

継続していただきたいと思います。 

二宮委員長 ：その他質疑ありますか。 

（質疑なし） 

二宮委員長 ：予定していた議題はすべて終了しました。長時間にわたりあり

がとうございます。 

午後５時００分閉会 



   

 

 

平成２９年度第５回 

 

社会教育委員会議 資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 平成３０年２月２日（金） 

午後３時開会 

場 所 袖ケ浦市役所保健センター 接種室 
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議題（１）平成３０年度袖ケ浦市社会教育関係団体補助金について 

 

１ 提案理由 

社会教育法第１３条の規定により、平成３０年度において社会教育関係団体に対し

補助金を交付する計画であるため、社会教育委員の会議の意見を聴くものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法制定時には、社会教育関係団体への補助金禁止条項があり、第１２条と第１３条

によって「ノーサポート、ノーコントロールの原則」を規定していたが、法改正によ

り、現在の地方公共団体と社会教育関係団体との関係は「サポート、バット、ノーコ

ントロール（援助すれども統制せず）」であるといえる。 

社会教育法（旧法）第１３条では、「国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対

し、補助金を与えてはならない」とされていたが、昭和３４年の法改正により、社会

教育法（現行法）第１３条の補助金禁止の規定は削除され、補助金の交付にあたって

は、教育委員会が社会教育委員の会議の意見を聴かなければならないと規定された。 

ただし、憲法第８９条では、公の支配に属さない教育事業について、公金の支出を

禁止している規定が現存しているため、「教育の事業」に該当しない事業に対しては、

補助金を交付することとなる。憲法第８９条にいう「教育の事業」に該当しない事業

の範囲については次のようなものとする。 

社会教育法（旧法） 

第１３条 国及び地方公

共団体は社会教育関係団

体に対し、補助金を与え

てはならない。 

 

社会教育法（現行法） 

第１３条 国又は地方公共団体が社会教育関係団

体に対し補助金を交付しようとする場合には、あ

らかじめ（中略）地方公共団体にあっては教育委

員会が社会教育委員の会議の意見を聴いて行わな

ければならない。 

（社会教育法） 

第１２条 国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によっても

不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。 

ノーコントロール 

ノーサポート 

サポート but ノーコントロール 

（援助するが統制はしない） 

（日本国憲法） 

第８９条 公金その他公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは

維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを

支出し、又はその利用に供してはならない。 



 

 

 

（補助事業の範囲）（「改訂 社会教育法解説」より） 

①図書、記録、視聴覚教育の資料等を収集し、作成し又は提供する事業 

②社会教育の普及、向上または奨励のための援助、助言の事業 

③社会教育関係団体間の連絡調整の事業 

④機関紙の発行、資料の作成配付の方法による社会教育に関する宣伝啓発の事業 

⑤体育、運動競技またはレクリエーションに関する催しの開催、又はこれに参加 

する事業 

⑥社会教育に関する研究調査の事業 

⑦社会教育施設の建設及び設備に関する事業 

⑧その他社会教育の進行に寄与する公共的意義ある適切な事業 

 

 

２ 社会教育委員としての考え方「改定版 社会教育委員のためのＱ＆Ａ」より 

① 補助金を希望する社会教育関係団体には、団体の性格による差別をしない。 

つまり、既得権化しないということ。 

② その団体の全体予算に占める補助金の割合を低く抑えること。  

法改正による補助金交付の趣旨は、憲法第８９条（「公の支配に属さない」教育等

への公金支出の禁止）をふまえ、「教育の事業に該当しない事業」への交付であり、

教育の事業を行うために設立された社会教育関係団体の予算の多くが補助金であ

るのは矛盾することであるため。 

 

 



平成３０年度社会教育関係団体連絡協議会補助金
単位：人、千円

団体名 会員数
30年度

交付予定額
補助対象経

費
主な事業計画

文化協会 300 776 1,658
第31回芸能文化まつり
視察研修、会報発行
加盟16団体の活動

子ども会育成会連絡協議会 850 1,746 3,031

ジュニアリーダー研修
中央キャンプ大会
房総子どもかるた大会
子どもスポーツ大会等

ＰＴＡ連絡協議会 4,500 457 1,354
教育懇談会、
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会
視察研修、会報発行

ボーイスカウト育成会
ｽｶｳﾄ   34
育成会 18

214 485
団ｷｬﾝﾌﾟ、ｸﾘｽﾏｽ集会、
ﾋﾞｰﾊﾞｰ.ｶﾌﾞ.ﾎﾞｰｲ.ﾍﾞﾝﾁｬｰ隊活
動、募金活動

ガールスカウト
千葉県第87団育成会

ｽｶｳﾄ   11
育成会 33

214 706
団ｷｬﾝﾌﾟ、団ﾊﾞｻﾞｰ、
ﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ、募金活動、
ｸﾘｽﾏｽ集会、お別れﾊｲｸ

レクリエーション協会
個人　 36
団体
2団体・55

225 653
レクゲーム講習会、
レク指導者養成講座、
ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ講習会

体育協会
23専門部
　　2,868

3,024 17,273
総合開会式、競技力向上・選手
育成事業、
各専門部事業

少年野球連盟
理事　 57
指導者 64
選手　173

198 1,958
春・夏・秋・新人大会
山ゆり大会、遊友ﾎﾞｰﾙ
審判講習会

サッカー協会
11チーム
　　　400

172 661
小学4.5.6年生、中学生大会、
イタジャイ杯、技術講習会

音楽協会

個人　 13
団体
11団体300
賛助　  6

115 347
定期演奏会（合唱、個人、邦
楽、合同）、会報発行

ターゲット・
バードゴルフ協会 63 97 725

大会（春季、交流、年忘れ、新
春）、体験教室

社連協事務局 3 3,182 3,182 団体運営補助

合　　　　　　計 10,420 32,033



議題（２）平成３０年度社会教育・体育事業計画（案） 

ア 生涯学習課 

№ 
事 業 名       

（事業費：千円） 
目 的 ・ 内 容               時期・回数       対象・人数       

１ 社会教育委員会

議 

（1,297） 

社会教育法第17条の規定に基づき、社会

教育（体育）に関する諸計画の立案や教育

委員会の諮問に応じて意見を述べるため必

要な調査、研究等を行います。 

 

定例会５回 

各種大会及び

研修会参加 

 

委員 15人 

２ 生涯学習のまち

づくり推進事業 

（218） 

生涯学習推進大会を開催し、生涯を通じて

学習することの意義について市民の理解を

一層深めるとともに、市民の学習意欲の向上

と学習活動への参加の促進を図ります。 

生涯学習推進

協議会 

11月13日 

生涯学習推進

大会 

2月16日 

生涯学習推進

協議会委員 

19人 

社会教育及び

学校教育関係

者 約700人 

３ 第37期市民三学

大学講座 

（2,281） 

各分野の著名人を迎えて公開講座を開催

し、自己啓発に取り組む市民の学習活動を促

進するとともに、生涯学習の機運を醸成しま

す。 

（全４回） 

 7月7日 

 10月13日 

 12月8日 

 2月16日 

市民 

４ 社会教育関係団

体振興事業 

（10,420） 

 

 

 

（776） 

（1,746） 

（457） 

（214） 

（214） 

（115） 

 

 

（225） 

（3,024） 

（198） 

（172） 

（97） 

 

 

（3,182） 

 

 

市民の社会教育活動が自主的で活発な活

動ができるよう、社会教育関係団体連絡協

議会及び加盟１１団体の活動費の一部を助

成します。 

 

①社会教育関係団体（６団体） 

文化協会 

子ども会育成会連絡協議会 

ＰＴＡ連絡協議会 

ボーイスカウト育成会 

ガールスカウト千葉県第８７団育成会 

 音楽協会 

 

②社会体育関係団体（５団体） 

レクリエーション協会 

体育協会 

少年野球連盟 

サッカー協会 

ターゲット・バードゴルフ協会 

 

③社会教育関係団体連絡協議会 

事務局 

通年 （会員数） 

（9,762人） 

 

 

 

 

（300人） 

（850人） 

（4,500人） 

（52人） 

（44人） 

（300人） 

 

 

（91人） 

（2,868人） 

（294人） 

（400人） 

（63人） 

 

 

 



№ 
事 業 名       

（事業費：千円） 
目 的 ・ 内 容               時期・回数       対象・人数       

５ 家庭教育総合推進

事業 

（18） 

 家庭教育推進協議会を開催し、家庭教育支

援に関する総合的な取り組みについて検討し

ます。 

 

協議会年３回 関係課職員 

社会教育推進員 

６ 生涯学習ボランテ

ィア促進事業 

（2,106） 

 社会教育推進員等のボランティアによる各 

種講座の展開、子育て世代の講座参加を促す 

保育ボランティア活動の支援、高校生以上を 

中心とするユースボランティアの人材育成等 

生涯学習ボランティアの支援と養成を通じ、 

生涯学習の環境整備を図ります。 

（1）社会教育推進員 

 地域リーダーとして活躍する社会教育推進

員を養成し、社会教育機関に配置・活用す

ることで地域の教育力向上を目指します。 

①社会教育推進員養成講座 

社会教育推進員が社会教育活動を推進し 

ていく上での知識、技術の習得を図りま 

す。 

②社会教育推進員研修会 

  社会教育推進員として、事業運営等に携

わった経験の発表や先進地の事例につい

て研修等を行い、担当事業の円滑な推進

を図ります。 

（2）保育ボランティア 

 幼児期の子を持つ親の学習機会を確保し公

民館事業等への参加を支援するため保育ボ

ランティアを育成します。 

①保育ボランティア養成講座 

 保育ボランティアに必要な基本的知識技

術の習得を図ります。 

（3） ユースボランティア 

 高校生・大学生を対象にボランティアを募

集し教育委員会の諸事業に参加してもらう

ことにより、生涯学習を側面から支えるボ

ランティアを育成します。 

 

 

 

 

 

 

 

4月 

 

 

 

 

 

 

 

前期 

（4月～7月） 

後期 

（1月～3月） 

 

 

 

 

 

2月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会教育推進

員新任者 

 

 

 

 

 

 

社会教育推進

員63人 

 

 

 

 

 

 

 

10人程度 

 

 

19人 

 

 

 

７ ちば施設予約シス

テム管理事業 

（3,508） 

ちば施設予約システムを利用し、施設予約

手続きの利便性と施設管理の効率化を図りま

す。 

通年 市民 

８ 生涯学習奨励事業 

（434） 

市民の生涯学習活動を促進するため、基金

運用益をもとに文化・スポーツ活動で特に顕

著な成績を収めた個人、団体を表彰します。 

 

生涯学習推進

大会 

2月16日 

青少年・成人 

 

 

 



№ 
事 業 名       

（事業費：千円） 
目 的 ・ 内 容               時期・回数       対象・人数       

9 地区会館等施設 

管理事業 

（562） 

市民の文化の向上と福祉の増進を図るため

地域住民が研修や集会等を行う拠点である地

区会館を管理します。 

 

通年  

10 青少年問題協議会 

（51） 

青少年問題協議会を開催し、青少年に関す

る施策の関連調整を行うとともにその効果的

な推進を図ります。 

 

10月31日 協議会委員 

   17人 

11 青少年育成関係事

業 

（997） 

地域で青少年健全育成に取り組む市民会議

や、地区住民会議を支援し、通学合宿・デイ

キャンプ・世代間交流事業や子ども安全パト

ロール等の実施を通して、青少年健全育成事

業の活動の充実を図ります。 

また、創造力豊かな青少年の育成を図る市

原・袖ケ浦少年少女発明クラブの活動を支援

します。 

 

袖ケ浦市民会

議 年2回 

 

青少年健全育

成推進大会 

7月7日 

 

 

12 そでがうらわんぱ

くクエスト事業 

（1,259） 

5泊6日の非日常体験を通して、多くの人と

ふれあう中で、感謝の気持ちを育むとともに

、自主・自立性、忍耐力、協調性の向上を図

ります。 

7月30日 

～8月4日 

小学5・6年生 

中学1・2年生 

42人 

13 放課後子ども教室

事業 

（2,461） 

次世代を担う人材を育成するため、小学校

の余裕教室等を利用し、地域の方の協力を得

て、放課後に多様な体験や活動を行い、地域

全体で子どもを育む環境を醸成します。 

通年 昭和小学校 

長浦小学校 

児童 

14 青少年相談員活動

事業 

（3,489） 

青少年相談員が実施する子どもスポーツ大

会やふれあいフェスティバル等の各種事業を

支援し、青少年健全育成を推進します。 

 

定例会 

代議員会 

 

青少年相談員 

64人 

15 学校音楽鑑賞事業 

（1,965） 

小・中学生に迫力のある生の音楽を鑑賞で

きる機会を提供し、情操の涵養を図るととも

に音楽活動参加への気運を醸成することを目

的に、千葉県・県教育委員会・実行委員会と

の共催で実施します。 

10月～12月 奈良輪小学校 

昭和小学校、 

平川中学校、 

根形中学校の 

児童・生徒・職 

員及び保護者 

等 

16 芸術鑑賞助成事業 

（903） 

 

優れた舞台芸術を鑑賞するとともに芸術に

対する理解と情操を養い、市民文化の向上に

努めます。 

・市民芸術劇場 

11月18日 500人 

17 芸術活動普及事業 

（813） 

市民が、文化・芸術活動に自主的に参加す

る機会を、市民全体で開催する袖ケ浦市美術

展の開催を支援します。 

袖ケ浦美術展 

11月21日 

～12月2日 

 

作品 170点 

入場者2,000人 

 

 



№ 
事 業 名       

（事業費：千円） 
目 的 ・ 内 容               時期・回数       対象・人数       

18 文化財審議会 

（228） 

市指定文化財の指定及び文化財の保存・活

用に関して、教育委員会の諮問に応じて意見

を具申するとともに必要に応じて調査研究活

動を行います。 

 

定例会４回 委員 ７人 

19 文化財保護事業 

（2,639） 

貴重な文化財の保護と活用を図るため、指

定文化財管理者に対しては、管理や修理に対

し、補助金を交付します。また、文化財の情

報を市民に提供し、文化財に対する理解を求

めます。 

 

通年  

20 埋蔵文化財整理棟

施設管理事業 

（777） 

埋蔵文化財保護にかかわる施設の維持管理

に努めます。 

 

 

通年  

21 埋蔵文化財調査事

業 

（26,963） 

市内に所在する遺跡について、各種開発行

為に伴い、発掘調査を行い記録保存します｡

記録保存した遺跡は、発掘調査報告書として

残していくとともに、市内の埋蔵文化財とし

て公開します。 

 

通年  

22 山野貝塚保存活用

事業 

（2,264） 

国史跡山野貝塚について講座を開催するな

ど、市民に対して山野貝塚の重要性と保護に

対する理解を高めます。 

また、保存活用計画策定委員会を開催し、

史跡の保存・活用について基本的方針を定め

ます。 

 

通年 

 

 

年２回 

 

23 民俗・伝統芸能保

護継承事業 

（234） 

郷土で育まれた伝統芸能や伝統文化を保護

し、市民にその価値を周知させることにより

、郷土への帰属意識を育成し、地域活動を活

発化するように努めます。 

 

通年  

24 埋蔵文化財公開活

用事業 

（3,382） 

市内から出土した貴重な出土品などの展示

会や遺跡説明会を開催し、埋蔵文化財の重要

性や価値を周知し、市民の興味関心を高めま

す。 

また、鉄製品など普及しやすい出土品の保

存処理を実施し、今後の公開活用に備えます

。 

通年  

 

 



イ 体育振興課 

№ 
事 業 名 

（事業費：千円） 
目   的  ・  内   容 時期・回数 対象・人数 

１ スポーツ推進委員

協議会 

（967） 

市スポーツ推進委員定例会議、スポーツ

実技指導、全市的行事の企画・運営・地域

スポーツ振興、県スポーツ推進委員連合会

及び君津地区スポーツ推進委員連絡協議会

関係事業の実施、各種研究会、研修会への

参加をします。 

 

4 月 6 日 

6 月 17 日 

9 月 21 日 

12 月 7 日 

2 月 7 日 

スポーツ推進

委員 20 名 

２ 県民体育大会選手

派遣事業 

（1,700） 

市体育協会と連携して市内予選を経た市

代表選手を千葉県民体育大会に派遣しま

す。 

夏季大会 

秋季大会 

冬季大会 

 

市内予選を経 

た市代表選手 

３ 学校体育施設開放

事業 

（1,007） 

市内小・中学校の屋内体育施設（体育館・

武道場）小学校のグラウンドを開放します。 

学校区運営委員会及び管理指導員の設置に

より円滑な開放利用を目指します。 

 

年間を通して実施地区住民 

（登録団体） 

４ 学校体育指導 

研修会 

（150） 

各小中学校で教科体育指導・保健学習の

充実を図るために、授業研究会やそれぞれ

の課題に応じた内容で実技研修会、また全

体研修会を開催します。小学校研修会では、

指導資料集「シングルエイジを鍛える体育

授業」の活用法を示し、体育や保健の授業

の充実を図ります。 

 

6 月～2 月   

小学校 14 回 

（7 校×2 回） 

全体実技研修

会１回 

中学校各１回 

市内小中学校 

教職員 

 

 

 

５ 武道教育推進事業 

（674） 

 中学校武道教育における備品の整備、指

導者の養成、地域指導者との連携指導を行

い、安全で効果的な武道教育を行うととも

に、伝統・文化を学ぶ教育をより一層推進

します。 

 

地域連携指導

者派遣回数 

年間をとおし

て 

のべ 300 回 

市内中学校 

保健体育科教諭 

６ スポーツ・イベン

ト大会 

（1,848） 

 

市民の健康増進・体力向上への気運を高

めるため、関係団体と連携しながら、各種

スポーツ大会を実施します。 

（プロ野球イースタンリーグ招致事業、 

元旦マラソン） 

中学校 5 校にオリンピアン・パラリンピ

アン選手を派遣します。 

 

プロ野球 

 8 月 18 日 

元旦マラソン 

  1 月 1 日 

 

選手派遣 

5～2 月 

全市民 

 

 

 

 

市内全中学校 

 ７ 少年スポーツ振興

対策事業 

（ﾚｯﾂﾄﾗｲ) 

（1,714） 

中学生を対象に、11 種目のスポーツ教室

を開催し、将来本市の体育・スポーツの担

い手として活躍する生徒の技能向上と指導

者の指導力向上を図ります。 

 

年間を通して 

実施 

市内中学生 



№ 
事 業 名 

（事業費：千円） 
目   的  ・  内   容 時期・回数 対象・人数 

８ 社会体育指導者 

養成事業 

（115） 

 本市教育委員会が主催するスポーツ教室

を年 2 回実施し、市民誰もが親しめるスポ

ーツ・レクリエーション活動の支援を行い、

市民の交流促進等、地域スポーツ振興を図

ります。 

 

 

 

年間を通して 

実施 

全市民 

総合型地域ス

ポーツクラブ

指導者・市内

スポーツ・レ

クリエーショ

ン指導者等 

９ 総合型地域スポー

ツクラブ活性化事

業 

（4,187） 

市内 5 地区のクラブの連携を目的とした

市連絡協議会を中心とし、スポーツ教室や

交流大会、ウォーキングフェスタを開催し

ます。スポーツ、文化活動を通して地域コ

ミュニティーの活性化、地域住民の交流促

進をめざします。 

 

年間を通して 

実施 

 

全市民 

 

 

10 

 

スポーツ・レクリ

エーション祭 

（537） 

市民の幅広い交流を深めるとともに、ス

ポーツ・レクリエーションの普及振興を促

進するため、グラウンドゴルフ・ソフトバ

レーボール及びインディアカの大会を開催

します。 

グラウンドゴ

ルフ・ソフト

バレーボール

大会 

6 月 17 日 

（グラウンド

ゴルフのみ雨

天延期予備日 

6 月 30 日） 

 

インディア大

会 

2 月 10 日 

 

全市民 

 

体育施設管理事業 

 事 業 名 目 的 ・ 内 容 

１ 
臨海スポーツセンター管理事業 

（142,511） 
臨海スポーツセンターの管理運営を行います。 

２ 
総合運動場等管理事業 

（63,413） 

総合運動場（市営野球場、陸上競技場、テニス場、今井

球場、のぞみ野サッカー場、永吉運動広場）の管理運営

を行います。 

３ 
運動広場管理事業 

（5,280） 

運動広場（長浦、根形、平岡）、クリーンセンターサッ

カー場の管理運営を行います。 

４ 
総合運動場等管理工事 

（133,869） 

・陸上競技場大規模改修工事 

・陸上競技場スタンド階段耐震補強実施設計委託 

 



報告（１）袖ケ浦市生涯学習奨励賞受賞者について 

 

１ 表彰基準 

袖ケ浦市内在住者（平成 29 年 12 月 31 日時点で袖ケ浦市内に住所を有すること）

及び市内の団体で、平成２９年１月１日から平成２９年１２月３１日の間に下記の成

績を収めたもの。 

(1) 生涯学習特別奨励賞 

全国規模の大会において、その成績が特に顕著であり（３位以上）他の模範となる

もの。 

(2) 生涯学習奨励賞 

県規模の大会において、その成績が顕著であり（３位以上）他の模範となるもの。 

 

 

２ 表彰者について 

（１）生涯学習特別奨励賞 

 ①団体 １団体 （文化） 

 ②個人 ５名  （文化４名 ・スポーツ 1 名） 

 

（２）生涯学習奨励賞 

  ①団体 ４団体 （文化１団体・スポーツ３団体） 

  ②個人 ３０名 （文化４名 ・スポーツ２６名） 

 

 

３ 表彰者数の推移 

受賞者数推移 H25 H26 H27 H28 H29 

特別奨励賞 
団体 1 1 2 1 1 

個人 10 12 10 15 5 

奨励賞 
団体 7 5 10 9 4 

個人 43 36 26 38 30 

全体数 61 54 48 63 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



報告（２）袖ケ浦市生涯学習推進大会社会教育功労感謝状受賞者について 

 

１ 目的 

袖ケ浦市生涯学習推進大会を記念して、社会教育・社会体育に貢献した個人又は団

体に対して教育長名での感謝状を贈り、その労をねぎらうと共に、今後の市生涯学習

の推進を図る。 

 

 

２ 贈呈の基準 

次の各項のいずれかに該当するもので、市内の生涯学習推進に熱意をもってあたり、

その実績が顕著で他の模範となる個人及び団体を対象とする。 

ただし、過去において、社会教育・社会体育活動関係で国・県・君津地方・本市等

で表彰を受けた個人及び団体は対象外とする。 

なお、団体に公民館登録サークルは含めないものとする。 

（１）市社会教育機関、社教連協加盟団体の活動者で、役員として１０年以上の活動

期間を持つもの 

（２）市社会教育機関、社教連協加盟の団体で、１０年以上の活動期間を持つもの 

（３）前各項に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めたもの 

 

 

３ 贈呈者について 

 個人 １４名 

 

 

４ 贈呈者数の推移   

贈呈者数 H25 H26 H27 H28 H29 

個人 10 8 11 12 14 

団体 1 1 2 1 0 

計 11 9 13 13 14 

 

 



報告（３）平成３０年袖ケ浦市成人式実施結果について 

 

 「生まれ育った郷土に感謝し、社会の一員として力強く生きる気持ちを持つ」という目

標を掲げ、袖ケ浦市の成人式を開催した。市民会館・長浦公民館・根形公民館・平岡公民

館の４会場に分かれて実施した結果は下記のとおりである。 

 

１．実施状況 

 昭和・長浦・根形・平川地区は１月７日（日）午前９時３０分から受付、１０時３０分

から式典。蔵波地区は午後０時４５分から受付、午後１時３０分から式典。式典終了後は、

それぞれの会場で記念撮影やビデオレターなどの記念行事を実施し終了した。 

 

２．式典出席者   

 対 象 者 出 席 者 出 席率

（％） 

前年 

出席率 地  区 男 女 計 男 女 計 

昭和地区 97 92 189 68(8) 69(4) 137(12) 72.5 75.1 

長浦地区 55 59 114 41(6) 45(4) 86(10) 75.4 75.0 

蔵波地区 81 76 157 68(9) 60(3) 128(12) 81.5 74.2 

根形地区 24 25 49 20(3) 23(2) 43(5) 87.8 91.8 

平川地区 61 70 131 51(4) 53(5) 104(9)  79.4  83.6 

計 318 322 640 248(30) 250(18) 498(48) 77.8 77.9 

対象者には、地元中学卒業の市外転出者含む（カッコ内は市外転出者出席者数） 

 

５年間の推移 

 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 

対象者数(人) ６３８ ６７６ ６２７ ６８４ ６４０ 

出席者数(人) ５０６ ５２４ ４８５ ５３３ ４９８ 

出席率(%) ７９．３ ７７．５ ７７．４ ７７．９ ７７．８ 

 

３．記念行事 

各館で行われた記念行事の内容と参加人数は次のとおりである。 

 【昭和地区】 

  会  場  市民会館 

  内  容  恩師を招いての立食パーティー（１，０００円会費） 

記念撮影（１，０００円）          

参加人数  １３９人（恩師１７人を含む） 

 

 【長浦地区】 

  会  場  長浦公民館 

  内  容  ビデオレター・記念撮影（１，０００円） 

参加人数  ８６人 



 

【蔵波地区】 

  会  場  長浦公民館 

  内  容  ビデオレター・記念撮影（１，０００円）   

参加人数  １２８人 

 

【根形地区】 

 会  場  根形公民館 

  内  容  祝賀パーティー（思い出のＤＶＤ上映） 

中学校へＣＤラジカセを寄贈 

記念撮影（１，０００円） 

参加人数  １００人（恩師１２人、家族４５人を含む） 

 

【平川地区】 

  会  場  平岡公民館 

  内  容  ビデオレター上映 

合唱（名づけられた葉、ケ・サラ） 

記念撮影（１，０００円） 

参加人数  １０４人 

 

４．その他の参加者 

地  区 
来  賓 

（実行委員は除く） 
実行委員 

職  員 

（実行委員は除く） 
そ の 他 計 

昭和地区 １７ ６ ４ １１ ３８ 

長浦地区 ８ ７ ３ １３ ３１ 

蔵波地区 １０ ７ ３ １３ ３３ 

根形地区 ７ ５ １ ２４ ３７ 

平川地区 １１ １１ ５ ４ ３１ 

計 ５３ ３６ １６ ６５ １７０ 

※来賓には案内者（主催者）を含む。 

※実行委員には、新成人は含まない。 

※その他は、社会教育推進員、青少年相談員などの会場設営協力者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．記念品 

昨年、全館の新成人実行委員を対象に検討会議を実施した結果、平成２９年からの 

平成３１年までの３年間はガウライラスト入りフォトフレームにすることに決定し、 

当日に配付を行った。 

 

６．まとめ（目標に対する結果） 

 「生まれ育った郷土に感謝し、社会の一員として力強く生きる気持ちを持つ」という 

目標に対する結果は下記のとおりである。 

 

【昭和地区】 

当日は、受付開始とともに、少しずつ新成人が来場したが、案内係と受付係として、実

行委員以外の新成人の協力もあり、新成人が積極的に役割を担ったため混乱もなく、例年

よりスムーズに式典を開始することができた。 

また、式典中も、新成人全員が落ち着いた態度で、厳粛な雰囲気の中で進行することが

できた。司会進行などを担当した新成人も、自分たちの責任のもとそれぞれの役割を果た

すことができた。新成人代表の挨拶では、地域への感謝、地元への愛着、これから社会人

として自覚をもって行動していく決意を自分の言葉で述べ、とても素晴らしいものであっ

た。 

記念行事は、会場を中ホールに移し、新成人企画の立食パーティーを行った。小中学校

時代の恩師が多数参加し、とても和やかな雰囲気で実施された。準備、本番、片付けとす

べてにおいて新成人実行委員が中心となり主体的に実施するなど、とてもよい成人式にな

った。 

 

【長浦地区】 

やや風があったものの、天候に恵まれ、新成人の門出にふさわしい成人式となった。式

典は、整然とした雰囲気の中で進められ、新成人の挨拶もしっかりとしたものであり、成

人としての自覚が十分に見られた。 

記念行事では、自分達の歩みを振り返るスライドショーと、数名の恩師のビデオレター

上映後に、恩師本人が登場するサプライズに新成人から驚きと喜びの声が聞こえた。また、

壇上からの恩師の直接の祝辞に会場が当時の教室に戻ったようであり、新成人の実行委員

の苦労が報われた。 

社会教育推進員、青少年相談員など多くの地域の方に支えられ、成人式を無事に終える

ことができた。 

 

【蔵波地区】 

午後になると気温も上がり、過ごしやすい中での成人式となった。艶やかな着物姿やビ

シッと着込んだスーツの新成人が多く参加した。今年も爆音とともに登場する新成人もい

たが、式典が始まる頃には大人の態度で会場に入場した。式典では、新成人代表が感謝と

決意を表す挨拶を述べると、新成人の表情も引き締まったように見えた。また、その言葉

は招待した恩師にもしっかりと届き、成長を感じ取っていたようであった。 



記念行事では、当時の学校での出来事や、恩師からのビデオレターが映し出されるたび

に歓声が上がり、長浦地区同様何名かの恩師が壇上で挨拶を行うと、会場内は温かい雰囲

気に包まれた。 

記念行事が少し長引き、新成人も久しぶりの出会いが名残惜しいのか、なかなか帰路に

つかず、後片付けに時間を要したものの、大過なく終了することができた。 

 

【根形地区】 

記念式典は、あたたかい雰囲気に包まれていた。新成人代表の挨拶をはじめ、司会や指

揮、伴奏など、新成人たちの振る舞いは立派であり、式典に参加した家族、恩師も新成人

の成長を強く感じていた。 

式典終了後に行った祝賀パーティーは、新成人自ら企画・運営した。パーティーの冒頭

新成人から根形中学校へ記念品の贈呈が行われた。記念品贈呈は、毎年行われており、こ

ういった地域への恩返しは、根形地区の伝統になっている。その後、参加した恩師からの

言葉、また、小・中学校時代の映像視聴は、新成人のみならず、参加した家族にも有意義

であった。 

パーティー終了後、第２回実行委員会議を行った。終了して間もないこともあり、新成

人の感想がとても新鮮であった。また、新成人以外の実行委員からは、新成人を称賛する

声が多くあった。今日という日を忘れず、根形地域のために精一杯頑張って貢献していっ

て欲しいといった実行委員長の言葉は、新成人の心に響くものがあった。 

毎年、多くの根形地域の方々が、新成人の門出のために尽力する姿は、根形の地域愛を

感じさせるものである。 

 

【平川地区】 

記念式典では、実行委員として進行や国歌斉唱の指揮・伴奏などを担当した新成人がそ

れぞれの役割を立派に果たし、厳粛な雰囲気の中で進めることができた。 

記念行事はビデオレターと合唱を行った。ビデオレターでは小中学校生活の思い出写真

のスライドショーと、恩師からのメッセージを上映した。映像が切り替わるたびに新成人

から歓声が上がった。 

今回、ホール右側の壁面に簡易スクリーンを設置し、昨年よりも見やすくなった。 

その後、中学校時代の恩師がサプライズ登場し、思い出の曲である「名づけられた葉」

と「ケ・サラ」を全員で合唱した。会場は中学校時代に戻ったような温かい雰囲気に包ま

れた。 

今回は、昨年以上に見学する保護者が多く、家族席９５席のほとんどが埋まり、大勢で

の祝福ができた。 

多くの保護者、地域の方々、そして恩師の先生方に見守られながら、厳かな式典と若者

らしい希望溢れる記念行事ができた。 

 



報告（４）第２７回 袖ケ浦市元旦マラソン大会について

１．日時　　　　　平成３０年１月１日（祝）

　開会式　　　　 ９：００～９：１５

　準備運動　　　９：１５～９：２０

　競技開始　　　９：２５～１２：００（競技終了）

第27回 ５０９名
第26回 ４３１名
第25回 ５０１名
第24回 ４９７名
第23回 ５０２名
第22回 ５６３名
第21回 ４６１名
第20回 ４８８名
第19回 ４４２名
第18回 ４７７名
第17回 ４８８名
第16回 ４２２名
第15回 ４３７名
第14回 ５０３名
第13回 ５４８名
第12回 (小雨） ３８６名
第11回 ４５１名
第10回 ４５８名
第９回 ３９６名
第８回 ４１４名

　 第７回 ３８８名
第６回 ３２７名

  （５）小学生5～6年   　 男子  2km

69

509              計 １３種目

19

16

  （６）小学生5～6年   　 女子  2km

  （７）中学生        　　　 男子  3km

  （８）中学生         　　　女子  3km

  （９）一般            　　　女子  3km

   (10)60才以上  　　　　 男子・女子 3km

　１月１日に『第２７回袖ケ浦市元旦マラソン大会』が
開催されました。当日は晴天のなか、小学１～２年
生の部から一般の部にわたる全１３種目に総勢５０９
名のランナーが参加し、陸上競技場とその周辺コー
スを走りました。
　また、２つの種目で大会記録が更新されるなど盛り
上がりました。走り終えたランナーからは、「昨年の
自己記録を更新できた！」、「気持ちよく走りきれ
た！」という言葉が多く聞こえ、今年１年の良いス
タートが切れたのではないかと思います。

主催：袖ケ浦市体育協会

59

35

54

39

種　　　目 参加者数（名）

  （１）小学生1～2年  　  男子 1.7km

  （２）小学生1～2年 　　 女子 1.7km

  （３）小学生3～4年  　　男子   2km

  （４）小学生3～4年  　　女子   2km

42

20

64

   (13)一般   　　 　　　　 男子 10km

10

62

   (12)一般　        　　　 女子 10km

   (11)一般　        　　　 男子・女子 5km      

20



平成３０年度社会教育委員の年間活動計画について 

 

（１）定例会 

回 実 施 日 会  場 

１ ５月１８日（金）15：00～17：00 郷土博物館研修室 

２ ７月１３日（金）15:00～17:00 市役所旧館３階大会議室 

３ ９月２８日（金）15:00～17:00 市役所旧館３階大会議室 

４ １２月１４日（金）15:00～17:00 市役所旧館３階大会議室 

５ ２月 １日（金）15:00～17:00 市役所旧館３階大会議室 

 

 

（２）各種大会・研修会等 

回 実 施 日 会  議  等  名  称 参加 会  場 

１ ５月  日（ ） 君津地方社会教育委員連絡協議会総会 ４人 君津市 

２   ７月 ７日（土） 袖ケ浦市青少年健全育成推進大会 全員 
市民会館大ホ

ール 

３  ７月１４日（土） 君津地方社会教育推進大会 全員 
君津市民文化 

ホール 

４ １０月２０日（金） 社会人権教育地区別研修会 ２人 富津公民館 

５ １１月 ８日（木） 千葉県社会教育振興大会 ４人 
千葉県総合教

育センター 

６  １月  日（ ） 君津地方視聴覚教育振興大会 １人 
市民会館中ホ

ール 

７   ２月１６日（土） 袖ケ浦市生涯学習推進大会 全員 
市民会館大ホ

ール 

８  ２月  日（ ） 
君津地方社会教育委員連絡協議会 

研修会 
４人 未定 

 





第５回 社会教育委員会議

～袖ケ浦市生涯学習推進協議会について～

平成３０年２月２日（金）



～袖ケ浦市の生涯学習について～
【１．生涯学習推進協議会が設置された経緯】

平成２年 文部省が「生涯学習の振興のための
施策の推進体制等の整備に関する法律」を制定

↓

都道府県・市町村における生涯学習の基盤整備
のための具体的な施策として、生涯学習推進体
制の確立、地域における生涯学習推進の中心機
関の設置等が進んでいく

↓

千葉県では、生涯学習審議会及び推進本部と各
地方出張所に地域生涯学習推進協議会を設置



【１．生涯学習推進協議会が設置された経緯】

袖ケ浦市
平成元年 「生涯学習モデル市町村」の指定

↓

・生涯学習推進本部及び幹事会
・生涯学習推進協議会 が組織される

↓

市民と行政が一体となって
生涯学習のまちづくりが進められていった



【２．袖ケ浦市生涯学習推進協議会の現状】

生涯学習推進協議会 年１回実施

議題は主に２つ

（１）生涯学習推進大会について
（２）みんなが輝く協働のまちづくり条例について〔H29〕

まちづくり講座について〔H28〕
袖ケ浦市の家庭教育について〔H27〕
袖ケ浦市の生涯学習について〔H26〕
袖ケ浦市の生涯学習推進について〔H25〕
今後の袖ケ浦市の生涯学習推進について〔H24〕

↓

本来の設置目的である本市の生涯学習を推進す
るにあたって、様々な課題や振興策を協議する
ことが難しい



【３．千葉県内の生涯学習推進協議会の現状】

千葉県生涯学習審議会

↓

県内市町村では、生涯学習推進協議会の廃止・
統合が進んでおり、生涯学習推進協議会が単独
で設置してある自治体の方が少ない

平成１９年度以降は社会教育委員会議と統合

◎運営の一本化を図ることができる
◎継続的な審議が可能となる

↓



【４．袖ケ浦市生涯学習推進協議会のあり方】

本市では生涯学習の推進体制が整備されている
社会教育委員会議で継続審議が可能

統合を見据え
平成２３年に推進協議会委員を半数近く削減

平成２２年度 ３６人
平成２３～２６年度 ２０人
平成２７～２９年度 １９人

本市の生涯学習をより効果的に推進するため
平成３０年度の社会教育委員会議で検討

↓

↓


