
第2回平塚市社会教育委員会議 次第

令和 3年 1月 26日 (火)午後 3時～

平塚市役所 619会 議室 司会 :社会教育課長

1 議長あいさつ

2 議事

(1)神奈川県社会教育委員連絡協議会の事業について

(2)協議テーマについて

(3)来年度の会議予定の確認
。第 3回会議 令和 3年 6月 1日 (火)15時から 会議室は未定

3 その他
。社会教育関係団体等との委託契約について

【事前配付資料】
・新型コロナウイルス感染症対応下における「地域と学校の連携 。協働の取組事例」

(参考資料 :文科省作成)

【当日配付資料】
。次第
・会議資料
・令和 2年度神奈川県社会教育委員連絡協議会研修会資料

「社会教育と社会教育委員の役割」
・コロナ禍での社会教育施設の対応と取り組み事例
。社会教育関係団体等との委託契約 (施設管理運営委託を除く)一覧



令和 2・ 3年度

平塚市社会教育委員会議

第 2 定例会議

令和 3年 1月 26日 (火)午 後 3時～

平塚市役所 619会 議室

□



令和 2年度平塚市社会教育委員 会議等予定表

園時 会議名 会場 対象

県社教 理事会①

書面開催
県理事

鎖

県社教 総会

書面開催
県理事

銀

延期

12月 17日 (木 )

県社教 研修会

書面開催

県理事および

希望者

10月 16日 C缶 ) 県社教 理事会② かながわ県民センター 県理事

10月 27日 (火 ) 定例会議① 倫委嘱式) 平塚市役所 519会議室 全員

関東甲信越静社会教育研究大会

書面開催&動画配信

器

11月 20日 建缶)

県社教 地区研究会 (葉山町)

書面開催

県理事および

希望者

1月 26日 (火 ) 定例会議② 平塚市役所 619会議室 全員

2月 19日 佳釜)

県社教 地区研究会 (山 北町)

書面開催

県理事および

希望者

3月 19日 ∈釜) 県社教 理事会③
平塚合同庁舎

県理事

2/18(木)教育委員との意見交換会 (議長、副議長出席)



県社教 理事会① かながわ県民センター 県理事

4月 16日  建釜)

4月 26日 (月 )

Or

平塚市役所 (会議室未定) 全 員6月 1‐日 (火) 定例会議③■

県理事5月 ～6月 県社教 総会 総合教育センター

全員7月 27日 (火 ) 定例会議④ 平塚市役所 (会議室未定).

県理事および

希望者
県社教 研修会 総合教育センター9月 中旬

県理事県社教 理事会② 総合教育センター10月 下旬

希望者東京都府中市

11月 11日 (木)

11月 12日 (〔釜)

関東甲信越静社会教育研究大会

県理事および

希望者
横須賀文化会館県社教 地区研究会 (横須賀市)1月 20日 (木 )

県理事および

希望者

クアーズテック秦野カルチャ

ーホール (秦野文化会館)

県社教 地区研究会 (秦野町)2月 中

県理事総合教育センター県社教 理事会③3月 中旬

令和 3年度平塚市社会教育委員 会議等予定表

その他として、令和 4年 2月 頃に教育委員との懇談会を予定



議事 (2)協議テーマについて

①前回の会議でのコメントまとめ (第 1回議事録から)

・家でできる学習の提案
。「ちいき情報局」の積極的な活用

・ リモートやオンラインでの活動成果の発表の場 (オ ンラインやノム`民館など)

・博物館・図書館・ノム`民館などの資料等のll青報連携 (MLK連携)

・コロナ禍での経験を映像などで未来に残す6

・子どもたちの居場所づくりの事例を共有 (横内地区の宿題教窒など)

・スポーツなどの体験活動lよ リモートでは難しく、対面でしかできないものもある。

②テーマの選定について

「コロナ禍におけるこれからの社会教育のあり方 (仮)」

③社会教育におけるコロナ禍での課題

【リモートでの活動】

【ポストコロすを見享魅えて】

【その他】



コロす禍での社会多女育施設の対なと取り組み事例

① 緊急事態宣言期間中の社会教育施設の対廠

2020年 4月 7日～5月 25日 (1固目)

2021年 1月 8日 B寺点

施設 対応状況 備者

中央
ノ△ヽ民館

(地区ノ△ヽ民館を含む)

不」用休止
開館時間は9時～ ¶7時。窓□事務のみ実施。

地区ノム
｀
民館は土・ 日躍日、祝日は臨時体館

中央図書館

(地区図書館を含む)

臨時休館

5/13から一部サービス再開

博物館

美術館

旧横浜ゴム平塚製造所

記念館

庭球場 (桃浜・田村)

利用中止

太神スポーツ広場

王御住運動公園

土沢野球場

土沢多目的広場

木村植物園湘南ひらつ

かパークゴルフ場

学校開放施設

施設 対応状況 備巻

中央
ノム`民館

(地区ノム
｀
民館を含む)

開館 (一部制限)

利用人数の制限

中央図書館

(地区図書館を含む)

閲覧席の席数減

博物館

美術館 利用人数の制限

旧横浜ゴム平塚製造所

言己κ涼会宮

利用人数の制限

庭球場 (桃浜 。田村)

開所 (一部制限)

シャワー室利用不可。更衣室の入室 2名まで

太神スポーツ広場

王御住運動公園 開所

上沢野球場

開所 (一部制限)

更衣室の入室 1名まで

土沢多目的広場

木村植物園湘南ひらつ

かパークゴルフ場

当面は1日 2回のみの利用

更衣室の入室1名まで

学校開放施設 開放 7/20か ら利用再開



2021年 1月 9日～2月 7日 (2回目)

施設 対応状況 備警

中央公民館

(地区′ム`民館を含む)

開館 (一部制限)

利用人数の制限

開館時間退縮 (20時以降利用不可)

中央図書館

(地区図書館を含む)

閲覧席の席数減

博物館

美術館 利用人数の制限

旧横浜ゴム平塚製造所

言己馬ユ食宮

利用人数の制限 (17時以降利用不可)

庭球場 (桃浜・ 田村)

開所 (一部制限)

シャワー室利用不可。更衣室の入室 2名まで

太神スポーツ広場

王御住運動
ノ
ム
｀
園 開所

土沢野球場

開所 (一部制限)

更衣室の入室 1名まで

土沢多目的広場

木村植物園湘南ひらつ

かパークゴルフ場

当面は 1日 2回のみの利用

更衣室の入室 1名まで

学校開放施設 利用中止



②社会教育施設でのコロす禍の取り組み事例

・「おうちで楽しむはく心ヽつかん」のホームページ開設

…4月 ‖6日から「おうちで楽しむはくS#つかん」のホームページを公開し、家にいながら博物館の資

料や情報を楽しく学んでもらえる内容になつている。
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・家庭教育請演会のリモート開催

…例年中央′ム`民館の大ホールで開催していた家庭教育講演会を会場での開催でなく、事前収録をした

動画放映 (ケ ーブルテレビでの放送)、 ネットでの′ム`開 (YouTubeにて配信)等を実施した。
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・土沢中学校「一日大学生」事業のオンライン開催

…例年は、大学にある施設を使つて、理学部 。経営学部の講義を受講していましたが、◆年は新型コロ

すウイルスの影響で大学橋内での受講ができないため、Web会議サービス「Zoom」 を用い、オンライ

ン受講の形で実施しました。

【神奈川大学・土屋′ム`民館交流事業】

11周 9団 く鳥)、 神奈川大学湘南ひらつかキャンア〈スで
はなく。・ C、 web念譲ツール「z∞mJを活用し、主沢中
学校体蕎館にて「―囲大学生」を実施しました。

今年は経筐学きBの尻無演汚泰准教授による「決算密から攀
ぶビジネスの仕組みJと、理学葛Sの鋪本健太a魯准教授による

「理科の向こうにある科学」を受講しました。

初の試みでしたが 質ヽ問形式で、z∞mでやりとりしたり、

画面の向こうで液体窒素の実験をしてくれたりと、様々な工

夫をしていただき、楽しく学ぶことができました。

中学校の授業の先に「どんな学間があつて、どう世の中に役立っているのか」を学ぶことができ、中学生に

とつて貴重な体験になつたとともに、将来を巷える良い機会になりました。

・地区ノム`民館における「集まらなしヽ事業」の実施

…地域の学びが失われないよう、「集まらない事業」を実施した。公民館主事が発案し、全館で情報共有

し、実施できる館が事業を展開した。「アマビエぬりえに挑戦しよう !」「ミニタイムカプセル」など

土沢中学生が,'ンラインて◆l―口大学生:1
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紹介する。

コロナに負けない生活上の工夫、コロナが収まった

後の自分に向けたメッセージ、家での学び・運動の

目標や意気込み 等メマを書しヽたカードを募り、館内

掲示や公民館だよりで紹介する。
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