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会 議 次 第 

 

1. 開会 

2. 挨拶 

3. 協議事項 

(1) 生涯学習計画について 

(2) 教育委員会諮問と答申 

平成２４年度の東村山市文化財指定について 

（資料１、東村山市文化財指定について（答申）） 

(3) ２５年度教育普及事業について 

 （資料２、ふるさと歴史館・たいけんの里事業参加人数一覧） 

 （資料３、２５年度ふるさと歴史館・たいけんの里事業計画（案）） 

4. 報告事項 

 東京都近代化遺産総合調査 

（報告資料、東京近代化遺産総合調査） 

5. その他 

6. 次回の開催と今後の予定 

7. 閉会 

問い合わせ先 

教育部ふるさと歴史館文化財係 

担当者名 寺西 

電話番号 ０４２－３９６－３８００ 

会  議  経  過 

１．開会 

２．挨拶 

○会長 

３．協議事項 

(１) 生涯学習計画について 

○社会教育課長 



平成２３・２４年度の２年の中で進める予定だったが、２５年度にも検討すること

となった。８月末という期間を設ける予定でいるが、必要な場合は保護審議会にもご

意見を頂きたい。原則としては今回が最後となるかもしれない。 

市民の方からは１、２月にパブリックコメントを募った。「なるべく生活のなかに活

かしてほしい」など３５件のコメントがあり、今後回答として対応していく。 

また、教育委員会内の各協議会・審議会から生涯学習計画についての意見をいただ

いている。今までに出た主な意見を紹介する。 

・「１－３－３第４次総合計画・各種計画」（頁７）学校教育について載っていない。 

（長期計画はないが、生涯学習の基礎としては大切） 

・「３－１東村山市の社会教育行政の歩み」（頁１４） 

各施設の写真には活動の様子がわかる物が望ましい。郷土館は存在せず不要。 

・「３－１東村山市の社会教育行政の歩み」（頁１５～） 

条例設置年度にしたがってすべての協議会・審議会を載せてほしい。 

また、掲載順を社会教育・社会体育・図書館・公民館・歴史館の順にしてほしい。 

・「３－１－５東村山市における社会教育のあゆみ」（頁１９） 

施設の中で大きな足跡を残してきた団体についても記載してほしい。 

・「３－２東村山市の現状と方向性」（頁２０） 

世帯状況のところに、市の情報も掲載してほしい。 

・「４－１－１－１家庭教育支援の充実」（頁３０） 

「母親の笑顔」が重要とあるが、母親だけでなく家庭・家族・保護者として考え 

るべき。 

・「４－１－２－１基礎学力の向上」（頁３２）課題３ 

「習熟度別指導を充実させ、成果を上げること」と表現を柔らかくしてほしい。 

・「４－４－１－１生涯学習を推進するための諸施策整備」（頁５９）方向性３ 

市公民館が生涯学習の中枢であることと、民間活力導入に関することが一文にま

とめられているので、二文に分けて説明するべき。また、後半は行き過ぎた表現

との意見もあった。 

・「関連用語の解説」（頁６３） 

「東村山学」の記述が説明不足。市民がわかりやすいよう番号順に掲載する予定。 

本保護審議会では「３－１東村山市の社会教育行政の歩み」（頁１４）の郷土館写真、

「３１－３ふるさと歴史館あゆみ」（頁１７）、「４－２－３－２地域の特色を学ぶ教育

の推進」（頁４３）、「関連用語の解説」（頁６３）について特に意見をもらいたい。 

○A 委員 

６３頁「東村山学」はこのままではわかりにくい。案をお持ちしたので、鑑みて歴

史館にて精査してほしい。 

 案文：「ふるさと歴史館の学芸員が協働して開いている講座。東村山の歴史、地誌、

民俗、社会などの内容を取り上げ、東村山に関する総合的な理解を広めようとする試

みで、東村山市民だけでなく幅広く他地域の人々をも対象に開講している。織物や土

器の製作や文化財探訪フィールドワークなどの実地的な活動も行っている。」 

○B 委員 

 １４頁郷土館の写真のかわりに下宅部遺跡はっけんのもりの写真を掲載したほうが 

良い。 

○根岸会長 

１７頁郷土館について、閉館したうえで新たにふるさと歴史館に引き継がれたとい

うことを明確に示した方が良い。 



○B 委員・C 委員 

 １７頁かやぶき民家園について、開園した年の記載が必要。名称については市文化

財の種別・正式名称にすべき。 

○C 委員 

 昭和３９年市史編さん事業を第１次市史編さん事業とし、平成３年第２次市史編さ

ん事業を入れたほうが良い。 

○B 委員 

 ４３頁「目指すべき方向性」３の中に、博物館の機能である収集の文言がない。文

末を「文化財の収集・調査・保存・活用に努めます。」とするのはどうか。 

○C 委員・A 委員 

 ７頁の図式のなかに家庭教育と学校教育が基盤であることをあらわしてほしい。学

校教育者からの意見をいれるべき。 

○B 委員・会長 

 ５９頁「目指すべき方向」３について、５年更新制である指定管理者制度は博物館

にはなじまない。この文が独り歩きすることに懸念を感じる。 

○社会教育課長 

 指定管理者制度の言葉は使用しない等、より慎重に文言を検討していきたい。 

○C 委員・A 委員 

生涯学習計画はいつ実施されるのか。現状・課題・方向性がここには載っているが、

そのあとに実施があるはず。「方向性を載せるもの」ということを東村山市生涯学習計

画（案）に明記した方が良い。 

○社会教育課長 

 計画には方向性が書かれている。市の総合計画、3 年ごとの実施計画の中に各所管

で反映させて実行に移している。教育振興計画も今後作っていかなければならない。 

(２)教育委員会諮問 

●平成２４年度の東村山市文化財指定について（資料１／答申） 

○会長 

調書は訂正部分を確認済みであり問題ない。答申が新規の部分なので確認したい。

種別に該当する指定基準は必要ないのか。答申の最後に該当する文化財保護条例条文

を入れた方が良いのではないか。 

○事務局 

 指定基準に関しては併せて提出する調書に書かれている。答申の最後に該当する文

化財保護条例条文を入れる予定でいる。 

●平成２４年度の東村山市文化財指定について（熊野神社遺跡出土陶磁器） 

○C 委員 

 熊野神社遺跡は境内地ではないのに、遺跡名がついているのはまぎらわしい。 

○会長 

 答申の文章は調書から切りだしているので、資料の概要や、中世久米川宿の生活を

髣髴とさせる資料として価値があることがわかりにくい。 

○事務局 

出土した場所、作成された時期をはじめに付け加える訂正をしたい。 

●平成２４年度の東村山市文化財指定について（川島人形店「はなびや」押絵羽子板

製作関連資料） 

○B 委員 

 調書・答申とも「モノ」というより表現は、「資料」としたほうが適切。また、調書



６の６行目については「３代目の博氏も父とともに」などとした方が良いのでは。 

○全委員 

 答申については上記意見を取り入れ改めて、会長に最終チェックをしてもらうこと

で了承。 

 (３)２５年度教育普及事業について 

○事務局 

前回から文化財保護審議会からも教育普及についての意見をいただいているが、文

化財保護は教育普及にもかかる分野。一般的な文化財保護についても教育普及から押

さえていかなければならない。 

【２４年度ふるさと歴史館・たいけんの里の主な事業】（資料２、パワーポイント） 

 ・歴史館事業 

  定例講座としては機織・古文書・伝統食などの活動のほか、東村山文化伝承サ

ポーターの協力を得た年中行事にかかわる体験事業、東村山学、考古学講演会など。 

 ・たいけんの里、はっけんのもり事業 

  年間のはっちこっくメイトの活動の他、大学生や西武・狭山丘陵パートナーズ

と共催する事業、フィールドワークなどを行っている。 

 ・学校からの要望 

  出前授業として例年糸車についての授業を行っている。また、今年は障子をみせ

る授業も行った。 

２，３月に行う社会科見学対応展示は市内小学生が社会科見学で来るための展示

で、３名以上の職員を各コーナーに配置し、１回８０～１３０名の小学生が来館す

る。また、今年から東村山文化伝承サポーターの協力を得ている。 

○C 委員・A 委員 

 社会見学が２・３月に集中しているのはなぜか。学校のカリキュラムの中での位置

づけは？ 

○事務局 

学校で「昔さがし」という学習単元を学ぶのがこの時期であるため、６年生で歴史

を学ぶための導入として、3年生時点ではどの年代ということではなく「おじいちゃん

おばあちゃんの時代」という視点で行っている。 

【２５年度 ふるさと歴史館・たいけんの里事業】（資料３） 

 年４回の企画展や年中行事の展示に加え、新規の事業を行う。入館者数増という

ことも考えつつ、市内の文化財を身近なものであると同時に学べる場を作っていきた

い。地域を知る手掛かりとなる場所になるようにご意見を頂きたい。 

 ・企画展示を行っていない時期にロビー展示を行う。下宅部遺跡のパネル展を中心

に、企画展を行ったものを引き続き展示し広く市民に周知する。 

 ・単発の参加でも楽しめるような、東村山市史の内容を知るための講座を行う。 

 文化財ウィーク中に、市内文化財の写真を研修室に展示する 

 一時休止していた市内文化財めぐりを東村山市史の講座に関係させ年 1，2回行う。 

 ・古文書講座をリニューアルし、より多くの方々に親しんでもらう初心者講座を開

くと同時に、マイクロフィルムを公開することでより学び進める機会をもうける。 

○C 委員・会長 

ボランティアは事業ごとでの募集か、一括での募集か。また、どのように事業を PR

しているのか。市のホームページでは制限や限界があってもったいない。歴史館独自

でホームページを設けることはできないのか。 

○事務局 



たいけんの里ははっちこっくメイト、歴史館は東村山文化伝承サポーターの方が中

心となり事業を手伝っていただいている。PR については市報、市のインターネットホ

ームページ、ポスター、チラシを使用している。市役所の一部署として独自のホーム

ページを持つことは難しいが、今後もバーチャルミュージアムの計画を進めていくの

でそのなかで考えていきたい。 

○C 委員 

 B 委員より著書『縄文時代ガイドブック』をいただいた。すばらしいのでもっと広

めてほしい。このなかからたくさん事業を考えることもできる。 

○A 委員 

 他団体で東山道武蔵路指定の件があがっていたが、東村山ではどうなっているのか。 

○事務局 

観光資源としても調整中であり、内部の方向性が決まり次第保護審議会にあげたい。 

○B 委員 

 所沢市はフラワーパーク内の東山道武蔵路を周知の埋蔵文化財包蔵地とした事例が

ある。 

○会長 

 資料 3、古文書が大きくでているが、公文書との繋がりを宣伝し周知させるような

講座を考えていただくのはどうか。自分たちが住んでいて、見ている文書が公文書、

人の歴史をたどる資料として伝わっていくということを実感できる講座にしてほし

い。 

○C 委員 

 公文書館を作る予定があるのか。 

○事務局 

 歴史館の事業の一つとして収集していくシステムが出来上がっている。 

４．報告事項 

東京都近代化遺産総合調査（報告資料） 

○事務局 

東京都近代化遺産総合調査を依頼されている。この調査はこれまで行われてきた建

造物調査の最後のテーマである。各自治体による所在調査（1 次調査）はいったん 3

月 1 日に締め切られ、東村山市としては同意の得られた物件を提出する予定である。

今回は公共施設を中心としている。所在調査は平成２５年度まで提出が可能であるた

め、引き続き調査をする予定である。その後、2次、3次調査を東京都が実施する。 

○全委員 

平成２５年度以降も引き続き検討していくということで一致。 

５．その他 

特になし。 

６． 次回の開催と今後の予定 

 平成２５年５月に実施予定（平成２５年度４月に調整） 

開始時間は 9:40とし、審議会前に展示を説明する時間をとらせていただきたい。 

７． 閉会 

 


