
第２０期東村山市社会教育委員会議（第８回）次第 

日時 平成２６年３月２７日（木） 

   午後７時から 

場所 いきいきプラザ教育委員会室 

司会 社会教育課長 

 

都市社連協統一テーマ 「我がまち意識」を次代に育む社会教育 

 

１．開会（議長・課長あいさつ） 

 

２．協議事項 

（１）社会教育団体への補助金と今年度の取り組み（市民スポーツ課） 

（２）生涯学習計画の進捗状況チェックシートの検討 

 確認事項 
 チェックシートは公開するのか非公開とするのか 
 チェック期間は平成２５～２７年度と平成２８～３０年度の２回でよいか 
 チェックシートの冊子化を行うのか 

 

３． その他 

（１）都市社連協 理事会 

 平成２６年２月２０日（木）    於；羽村市生涯学習センター「ゆとろぎ」 
（２）青少対スーパードッジボール大会 

 平成２６年３月８日（土）     於；市民スポーツセンター第１・２体育室 
（３）都市社連協 定期総会 

 平成２６年４月１９日（土）  於；羽村市生涯学習センター「ゆとろぎ」 

 午後２時開始（集合時間； 午前  時   分） 市役所バス停前 
（４）社会教育委員の条例改正について 

（５）委員の活動報告 

（６）第１０回会議日程 

 平成２６年５月  日（  ） 午後７時から 教育委員会室 
 

４．閉会（副議長あいさつ）        

  第９回会議日程 

日時：４月２４日（木）午後７時から 

教育委員会室 



平成 26 年 3月 27 日（木） 

社会教育委員の会議（第８回）資料 

 

社会教育委員の会議 

今後のスケジュール（改訂案） 
 
【教育部長から投げかけられた課題】 

①社会教育団体への補助金の支出に関する審議 

②生涯学習計画の進捗状況について 

 
 
平成 25年 12 月 13 日 ・教育部長から投げかけられた課題の確認 

・補助金が出ている社会教育事業一覧の配布、それに関する質問 
・意見交換など 

平成 26年 １月 22 日 ・補助金について（図書館、公民館、ふるさと歴史館） 
→各館長より現状、何に取り組んでいるかなどの説明 

 ２月 19 日 ・図書館、公民館、歴史館の出している補助金の審議 
３月 27 日 ・補助金について（市民スポーツ課） 

→課長より現状、何に取り組んでいるかなどの説明 
・生涯学習計画のチェックシートの様式の検討 

４月 24 日 ・市民スポーツ課の出している補助金の審議 

・平成 26年度社会教育関係団体への補助金交付の審議 
５月 日 ・補助金について（社会教育課） 

→課長より現状、何に取り組んでいるかなどの説明 
・社会教育課の出している補助金の審議 

６月 日 ・生涯学習計画のチェックシートに基づくモデル検証 
→社会教育課の取り組んでいる事業を参考に 

７月 日 ・生涯学習計画のチェックシートに基づくモデル検証 
→社会教育課の取り組んでいる事業を参考に 

８月 以降 ・後期一年間をどうするか 
 



平成25年度社会教育関係団体補助金予算及び決算一覧

（単位：円）

款 項 目 節 説明 予算額 決算額 備考

10教育費 86,720,000 0

04社会教育費 9,831,000 0

01社会教育総務費（社会教育課） 5,627,000 0

19負担金補助及び交付金

市立小・中学校地域教育推進事業費

・土曜開放推進事業費補助金 4,640,000 21校補助

市民文化祭事業費

・市民文化祭実行委員会補助金 900,000

社会教育事業費

・ＰＴＡ連合協議会補助金 87,000

02青少年問題対策事業費（社会教育課） 3,649,000 0

19負担金補助及び交付金

青少年対策事業費

・青少年対策地区委員会補助金 3,239,000 462,600円×7地区

・ヤングライブフェスティバル補助金 410,000

03文化財保護費（ふるさと歴史館） 234,000 0

19負担金補助及び交付金

文化財保護事業費

・文化財保護関係団体補助金 234,000

野口雅楽振興会補助金 47,200円

祭囃子保存団体補助金 31,000円×6団体

04図書館費（図書館） 258,000 0

19負担金補助及び交付金

地域児童図書館助成事業費

・地域児童図書館補助金 258,000 257,500円×1団体

05公民館費（公民館） 0 0

06管外市民施設費（社会教育課） 0 0

07ふるさと歴史館費（ふるさと歴史館） 63,000 0

19負担金補助及び交付金

八国山たいけんの里管理経費

・北西部まちづくり研究会補助金 63,000

05保健体育費 76,889,000 0

01保健体育振興費（市民スポーツ課・国体推進室）76,889,000 0

19負担金補助及び交付金

体力つくり推進事業費

・各町体力つくり推進委員会補助金 3,458,000

体育協会事業費

・体育協会補助金 34,831,000

国体推進室運営経費

・スポーツ祭東京２０１３東村山市実
行委員会補助金

38,600,000



 
〔平成 25～27 年度版〕 

 

【39 ページ ①】（案） 

担当課；社会教育課 

基本目標 １ 学校・家庭・地域における生涯学習の展開と支援 

目  標 ３ 子ども・若者への教育支援 

小項目施策１ 子どもの学校外活動の推進 

 
現状 

 教育委員会は、青少年委員と「輝け！東村山っ子育成塾」や、小平市・柏崎市と「なぎさ体

験塾」をそれぞれ実施しています。また、地域では子どもを主な対象とする青少年対策地区

委員会やボーイスカウト、ガールスカウト、交通少年団、消防少年団、地域の子ども会等の

団体が、それぞれの活動目標に沿った様々な体験学習や奉仕活動を通じて、規範意識や人間

形成の基礎を培う機会を提供しています。 
課題 

 体験学習プログラムは、参加する子どもたちにとって、常に魅力的かつ新鮮なものであると

同時に、大人が関わり安全に配慮されたものである必要があること。また、参加して楽しい

ことはもちろん、規範意識や人間形成の基礎を培えるものでなければならないこと。地域で

活動する子どもを対象とした団体は、活動目標の設定と実践が求められていること。 
目指すべき方向性 

 子どもたちが「生きる力」を身に付けられるよう、学習やスポーツ・文化活動において地域

の参画を得ながら交流活動を展開します。また、子どもたちの主体性を引き出す多様な学校

外活動について、「異年齢集団づくり」や「大人と子どもの交流機会の創出」といった保護者

も楽しみながら参画できるような仕組みづくりも含め検討し、今まで以上に魅力ある学校外

活動を展開します。 
目指すべき方向性を実現するために行った施策・事業等 

  
 
 
 
 

成果等 

  
 
 
 
 

課題 

  

社会教育委員からの意見 
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担当課；社会教育課 

基本目標 １ 学校・家庭・地域における生涯学習の展開と支援 

目  標 ３ 子ども・若者への教育支援 

小項目施策１ 子どもの学校外活動の推進 

 
現状 

 
 
 
 
 

児童館や図書館、公民館、市民スポーツセンター、ふるさと歴史館、八国山たいけんの里で

も、学校外の講座等を実施しています。 
 
 
 

課題 

 
 
 
 
 

各施設において、学校外活動であることを念頭におき、明確な教育目標をもった魅力的な催

しが必要であること。 
 
 
 

目指すべき方向性 

 
 
 
 
 

社会教育施設などの公共施設が、子どもにとって魅力的な居場所となるようにしていきます。 
 
 
 
 

目指すべき方向性を実現するために行った施策・事業等 

  
 
 
 
 

成果等 

  
 
 
 
 

課題 

  

社会教育委員からの意見 
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担当課；社会教育課 

基本目標 １ 学校・家庭・地域における生涯学習の展開と支援 

目  標 ３ 子ども・若者への教育支援 

小項目施策１ 子どもの学校外活動の推進 

 
現状 

 
 
 
 
 

児童の安全・安心な居場所としての「放課後子ども教室」では、地域の大人が見守りをしな

がら、大人と子どもが交流をしています。 
 
 
 

課題 

 
 
 
 
 

「放課後子ども教室」は、学校の協力と見守りボランティアの確保が必要であること。 
 
 
 
 

目指すべき方向性 

 
 
 
 
 

児童の安全・安心な居場所としての「放課後子ども教室」に関わってもらう地域のボランテ

ィアを増やし、大人と子どもがより魅力ある交流をできるような活動を展開します。 
 
 
 

目指すべき方向性を実現するために行った施策・事業等 

  
 
 
 
 

成果等 

  
 
 
 
 

課題 

  

社会教育委員からの意見 

  

 



 

 
新     条     例 

 
 
 （委員の定数等） 
第２条 委員の定数は１０人以内とし、東村山市教育委員会（以下「委員会」

という。）において、次の各号に掲げる者の中から委嘱する。 

(１) 学校教育関係者 

(２) 社会教育関係者 

 (３) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

 (４) 学識経験者 

 
 （この条例に関し必要な事項） 
第６条 この条例施行について必要な事項は、委員会が定める。 
 
 
   附 則 
 （施行期日） 
１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東村山市社会教育委員

に関する条例第２条により委員の委嘱を受けている者は、この条例による改

正後の東村山市社会教育委員に関する条例（以下「新条例」という。）第２

条の規定にかかわらず、同条の規定により委員の委嘱を受けた者とみなす。

この場合において、その任期は、新条例第３条の規定にかかわらず、平成２

７年７月３１日までとする。 



 

 
旧     条     例 

 
 
 （委員の定数） 
第２条 委員の定数は１０人とし、東村山市教育委員会（以下「教育委員会」

という。）において委嘱する。 
 
 
 
 
 
 （この条例に関し必要な事項） 
第６条 この条例施行について必要な事項は、教育委員会が定める。 
 


