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–会  議  録– 

会議の名称 第２１期東村山市社会教育委員会議（第１５回） 

開 催 日 時 平成２８年１１月１０日（木）午後７時～９時 

開 催 場 所 東村山市役所いきいきプラザ４階教育委員会室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委  員） 

 

 

 

 

 

（市事務局） 

 

 

 

●欠席者： 

（委  員） 

 

・吉満 洋子議長・桑原  純委員 

・福島 真理委員・杉本みさ子委員 

・當間 昭治委員・片岡  了委員 

・伊藤 二葉委員・島﨑喜美子委員 

 

 

平島  亨 社会教育課長 

渡辺 洋平 社会教育課 主事 

 

 

・桑名  淳委員 

・土田 士朗副議長 

傍 聴 の 可 否 
傍聴可

能 

傍聴不可の

場合はその 

理由 

 
傍聴者

数 
なし 

会 議 次 第 

施設再生推進課より 

 

１．開会 

 

（１）あいさつ（議長、課長） 

   

２．協議事項 

（１）生涯学習計画の進捗状況調査 

 

３．報告事項 

 

４．その他 

 

５．今後の会議日程 

 

６．副議長あいさつ   

 

７．閉会 

問い合わせ先 

教育部社会教育課生涯学習係 

担当者名 平島・齋藤・渡辺 

電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線３５１５） 

ファックス番号 ０４２－３９７－５４３１ 

会  議  経  過 
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１． 開会 

議長、課長より挨拶があった。 

 

２．協議事項 

 

【議長】 

生涯学習計画進捗状況調査、本日お配りいたしましたのが、一番新しいものです。 

まずは、社会教育課担当の 4 項目について意見を出していなかったので、そこのとこ

ろを渡辺さんから説明していただきます。そのあと、意見がでた項目について、内容、

文言の修正をしていきたいと思います。それでは渡辺さんよろしくお願いします。 

 

【主事】 

本日お配りさせていただきました冊子の５８ページ、②③社会教育課と書いてあるペ

ージをお開き下さい。こちらは前まで現状課題等が同じ文言で書かれていたので、書

き直した。ボーイスカウトやガールスカウト、子ども会等の社会教育関係団体、また、

福祉やボランティアの団体等は、それぞれ目的をもって、長年にわたり地道な活動を

しています。 

今回に関しては、これらの団体と積極的にかかわることができなかったということと、

青少年対策地区委員会は、子どもまつりや白州キャンプ等、地域とつながりをもって

様々な活動をしていること、社会教育課ではそのような活動を実施する際のバスの手

配や、施設の確保等の面で、事業が円滑に進むようサポートをしました。 

成果のところでは③清掃活動や、スーパードッジボール大会、白州キャンプ、子ども

まつりの事業において、日々、変化する子どもたちを取り巻く環境に合わせた事業を

行うことができました。 

課題としては②各団体とも、活動の中心となる若い世代が不足している傾向にあるた

め、新たな人材の育成を図り、これからは若い人材を育てていき、活動を継続させて

いくことです。 

③青少年対策地区委員会の活動は、子どもたちを取り巻く環境の変化に合わせて事業

展開をしていかなくてはならないことが課題です。 

 

【議長】 

事前に資料は配らなかったので、本日ここで読み上げてもらうことで全員で目を通し

ていただきたいと思う。成果では、青少対が色々な行事を通して一生懸命やっている

ということ、これは事実だし、毎年変化する部分、親も子も変わってきていて、大変だ

と思うが、社会教育課がうまくサポートしてくれているなと感じる。 

課題の②に当てはまる部分で、若者世代の不足があると思うが、これは③にも言える

ことだと思う。 

次に進む。 

 

【主事】 

続きまして６４ページの社会教育課というページをお開き下さい。 

図書館では図書の読み聞かせボランティア、ふるさと歴史館では伝承サポーターとい

う歴史の伝承、郷土食を伝えていく活動を行っています。また、たいけんの里では八

国メイトというボランティアが活動しており、公民館では公民館で行われる事業それ

ぞれに対しボランティアを募集しています。 
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このように市内の社会教育の各分野に多くの市民がボランティアとして参加し活動を

しています。 

②ボランティアをしたいという市民のために社会教育課では、様々なボランティアに

募集、周知、紹介できるよう、チラシや、ポスター、市報等を利用し、情報の発信に努

めている。 

③ボランティア活動をする機会や情報を提供できるよう、人材バンクの登録の推奨や

社会福祉協議会と連絡、調整を図りながら、市民にボランティア活動を参加してもら

えるよう努めました。成果、課題等につきましては、子育てや福祉、地域活動、社会教

育等の分野でのボランティア活動に必要な知識や技術の習得ができる機会を提供する

こと。 

②ボランティアの募集を行っても、現状、人材の確保が不十分なところが多いです。

今後は周知の方法等も検討していく必要があります。 

③ボランティアを希望する様々な知識や技術をもった人、一人一人がその能力を活か

す場を提供できるように体制を整備していくことが課題です。 

 

【委員Ａ】 

成果のところで、個人的に人材バンクを活用させていただいた。こういう方がいます

かと聞いたらすぐに教えてくれたし、どのような人かも教えてくれた。 

 

【委員Ｂ】 

成果はあると思う。例えば①は読み聞かせボランティアやふるさと歴史館での活動で

参加者がいれば成果だし、以前ふるさと歴史館に行ったときに中学生が案内してくれ

たこともある。 

 

【委員Ｃ】 

社会教育課が書いているから書ききれない部分がある。各所管から情報を得れば、も

っと詳しく書ける。 

 

【委員Ｄ】 

成果と効果というのがあると思うが、成果はやったこと、効果はそれによって生まれ

た影響。やったことは成果になると思うので、やったことでもよいので、書いた方が

良いと思う。 

 

【議長】 

それでは次に進む。 

 

【主事】 

６６ページの①②、社会教育課というところをお開き下さい。目指すべき方向性を実

現するために行った施策、事業等のところで、 

① 市内の社会教育施設では、様々な講座や、イベントが行われており、社会教育課に

おいても社会の要請や個人の要望に応えられるように市民文化祭や、青少年健全育成

大会等のイベントを実施しました。 

② 市民の多様化する要望に応えられるよう例えば市民文化祭では、参加団体や、関係

所管との間で、連携を図りながら準備、実施をしました。 

成果のところで②市民文化祭では他部署と協力、連携をすることによって、円滑に事

業を行うことができました。 
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課題のところは① それぞれの事業を終えて市民から寄せられた要望をまとめ、次回に

つなげて、活かしていくことで、多くの市民の要望に応えていくことが課題です。 

 

【委員Ｅ】 

今年の市民文化祭に参加したが、参加者が少ないと感じた。大ホールが埋まらないと

思った。ＰＲは立派な冊子をつくったりしているが、今後はそんなところが課題かと

思う。 

 

【議長】 

ホールはそれぞれの時間帯に空きがある感じなのか。 

 

【課長】 

やはりホールは小さい子ども達の発表だと、保護者も来てくれるが、それ以外の興味

がない分野のものには、人が集まりにくいというのが現状だと思う。私たちも常にお

願いをしているが、来てくれ来てくれだけではなく、自分たちも見ましょうというこ

とは言っている。 

 

【議長】 

２階の展示が今回は、寂しかったように感じた。 

 

【課長】 

前後期に分けているが、要望が今回は後期に偏ってしまっていた。 

 

【議長】 

それでは次のページ。 

 

【主事】 

６８ページ①②③社会教育課のところをご覧いただきたい。目指すべき方向性の施策、

事業等のところで、①人材バンク事業では、様々な分野を学びたいという市民の方の

ニーズに応えられるように人材バンク冊子を市内社会教育施設に配布し、ホームペー

ジで周知、また、市民からの要望に対しては紹介を行いました。 

②市民文化祭等の様々なイベントを通して、自分が興味をもって気軽に学ぶことや、

様々な場面で自らを成長させることの全てが「生涯学習」なのだということを認知し

てもらえるように事業を実施しました。 

③あらゆる分野で学んだ成果を発表し、地域に還元していく場を提供するために、社

会教育課での様々なイベント、例えば市民文化祭や、健全育成大会等を実施しました。

成果として②市民文化祭をきっかけに新たな分野に挑戦したいという声がありまし

た。 

③地域に還元していく場として、継続して実施できたことは成果です。 

課題として、①人材バンクに関しては、少しずつ成果は出てはいますが、まだ十分で

はないため、継続し、さらに充実できるような周知方法も調査、研究に努めていきた

いと思います。 

② さらに多くの市民に、様々な生涯学習の分野に興味を持ってもらえるように引き続

き事業を充実させていくこと。 

③イベントの来場者数や、参加者数を増加させ、更なる学習の成果を活かす機会の充

実を図っていくことです。 
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【委員Ｅ】 

人材バンクを市内社会教育施設に配布ということが書いてあるが、これはどのような

意味なのか。 

 

【議長】 

これは、人材バンク冊子という意味だ。 

 

【委員Ｆ】 

秋津文化祭に行ったが、看板が目立っていた。来場者数を増やす工夫としてこれも書

いていいのではないか。 

 

【委員Ｅ】 

市民文化祭に参加するときの条件はあるのか。 

 

【課長】 

市民文化祭は参加費千円でどなたでも参加可能になっている。 

 

【委員Ｅ】 

参加団体の数の推移はどうなっているか。 

 

【課長】 

常に実行委員会の中でチェックをかけている。参加団体数に関しても増加している。 

 

【委員Ｅ】 

増加しているなら、それも成果として書いてもいいのではないか。 

 

【委員Ｄ】 

例えば、長年参加している団体と、そうでない団体でプログラム等の中で差異を設け

て、行っているか。 

 

【課長】 

その様なことはない。あくまで、希望の日時を聞いて、プログラムを組んでいる。 

 

【委員Ｃ】 

文化祭だから、賑わいが欲しい。しかし、一般市民からすると、趣味のグループの発表

会だというイメージが強く、人が来ない。狙いとしては市として、文化を広めていく

こと。多くの市民の人に集ってもらいたい。これは参加団体が増えたからと言って解

決するものではない。行政は文化祭として仕掛けるのであれば、そうではないよとい

うことを考えていかなければいけない。そうしなければ文化祭の意味がなくなってし

まうと思う。 

 

【委員Ａ】 

どういう団体に観客が多いのか。例えばキッズダンスは保護者が多いから観客が多い

と思う。そういう団体を合間に入れる等の工夫はできるのか。 
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【課長】 

委員長は前回と時間を変えたりして、各団体がバランスよく出演できるように考えて

いる。 

 

【委員Ｆ】 

舞台設営に関して、ピアノを使うかどうかで全然違うと思う。 

 

【課長】 

①課題の人材バンクの関係で、現在ほとんど活用がない。これを今後、どのようにし

たら活用していけるのかという問題がある。毎年更新してはいるが、活用できていな

い。 

 

【議長】 

この問題に関しては、以前も何回か議論した。人材バンクは、名簿があるから、あとの

交渉等は自分でやってねという形式だ。これだと、相手がどのような人かもわからな

い。市が介入することである程度の信用ができるのではないかという意見があったと

思う。 

 

【課長】 

他市の事例としては、例えば、社会教育課でのイベント、事業で、人材バンクから頼む

といった現状になっている。そこのところも今後考えていかなければならないところ

だと思う。 

 

【委員Ｄ】 

一般的に単に登録だけでなく、一定の審査を受けて受け入れるはず。例えば、話術が

うまいとか、受けが良いというような印象があると思う。申し込みに来た時に、一度

そこでやらせてみるといったことも必要だと思うし、それがお墨付きということだと

思う。 

 

【課長】 

社会教育は講師の依頼は多い。教育長までの意見をいただきながら、講師を決めてい

る。今後、私たちもいろいろな市に聞いてみて、今後検討していければと思う。 

 

【委員Ｃ】 

行政が講師を選ぶのと、市民が先生を選ぶのは同じ目線で見ていかなければいけない

と思う。だから、実績等を見ながら決めていかなければいけないと思う。 

 

【議長】 

今、実績という言葉が出たが、人材バンク冊子に例えば去年の実績等を書いておけば

この人はこんなことをやっているのかといったことが分かりやすくなる。少しずつ改

善していってほしい。 

次に入る。 

１ページに前期進捗状況調査を終えての感想をまとめていただいたが、この文言はま

だ修正が必要だと思う。とりあえず読みます。『どの項目も目指すべき方向性を実現す

るために様々な施策、事業等が実施されて前進していることがわかる。結果として新

たな課題も見えてきている。時間の経過とともに作成時の現状も変化しているし、後
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期へつなげていくもの、次期改訂時に取り上げていくもの等、あるように思う。社会

教育委員会議として各項目への意見（感想も含めて）は頁ごとに記入させていただい

た。なお、次にあげる点については共通の要望としてあげさせていただく。①抽象的

表現が多いように思う。できるだけ具体的表現にしてほしい。②施策、事業を実施す

れば、当然の結果として、そこでの成果があり、課題も見えてくる。そこを分けて記入

してほしい（成果の記入がない頁がある）③表現方法として語尾はできたら統一して

ほしい。』とした。 

次は目標ごとに渡辺さんに読み上げていただく。そこが適しているかどうかも、検討

していきたいと思う。 

 

【主事】 

３５ページ、家庭乳幼児への教育支援。子ども総務課①～③。①記載の中でアクセス

数が増加したのは成果、人数が増えているからなのでしょうか。課題なのか成果なの

かの表現が欲しいです。目指すべき方向性のところで前年までの数値は何を意味して

いるのでしょうか。 

③社会的に孤立している親の実態把握のところに双子をもつ親（平成 26 年度版）とあ

りますが、この表現でよいのでしょうか、障害のある子供の親は入るのでしょうか。

色々なイベントに参加しない親も入るのでしょうか。双子の親が孤立しやすいという

裏付けはあるのでしょうか。 

 

【委員Ｂ】 

①課題なのか成果なのかということが書いてあるが、以前のものなので、すでに成果

と課題に分けてあるがこれはこのままで良いのか。修正してあるのに委員の意見とし

てあげていいのか。 

 

【議長】 

①は削除でよろしいか。 

 

【委員】 

よろしい。 

 

【議長】 

その時はいろいろあってこのような意見が挙がったのだと思う。③は質問というか、

これはこれでよろしいか。ここに関しては低体重児と指摘して良いのかという意見が

あった。 

 

【委員Ｄ】 

平成２６年度版という表記はなかったと思う。 

 

【議長】 

なくなっている。２５～２７年度版を見ながら私たちは検討をしているので、それに

関して、どうしてという意見があったので、ここは２６年の部分ということが分かる

ように変えた。もう一度この文章を整理したいと思う。目標２にすすむ。 

 

【主事】 

目標の２自立に向けた学習基盤に向けた取り組み。①今、LINE、Twitter 等の SNS に
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よる犯罪が多くみられますが、今後その様なものに対する対応もしっかりやって行か

なければならないと思います。 

続きまして３８ページ③言語指導ボランティア派遣や日本語適応指導教室というのは

あるのでしょうか。という意見が出た。 

３８ページ子ども教育支援課①②①取り組みを進めてきてどれくらいの成果があった

のでしょうか、また、教員サポーターの派遣需要というところでどのように活用され

ていますでしょうか。①教員サポーターはボランティアではなく予算措置はあるので

しょうか。①リーフレットを作成したとありますが、どのように活用したのかという

ことを書いて欲しいと思います。不登校児やその親がどこに相談したらよいのかとい

うことをわかるようにしていく必要があると思います。担任と不登校児との連絡はど

うなっているのでしょうか。 

②一元化になってからは中学校との連携がすごく難しいという話を聞きました。今後

は高校までの連携が必要になってくると思います。という意見が出た。 

 

【議長】 

ここは議事録を読み返してみたが、課長からお答えをもらっている。そういう時にこ

ういう答えをもらったという風にした方がいいのか。 

 

【課長】 

事務局としてはフィードバックするので、意見の下に所管から回答をもらいたい。次

回改訂時には２９年の３月には２８年度分と、皆さんからの意見の回答という形でや

りたいなと思っている。 

 

【議長】 

質問は基本的に所管から回答をもらうということでお願いしたい。時間が来てしまっ

たので、次回は子ども、若者の教育支援というところから入っていく。３９ページの

①③から入っていくのでよろしくお願いしたい。本日はここまで。 

 

３．報告事項 

（１）東京都市町村社会教育委員連絡協議会第４ブロック研修会 

   平成２８年１０月２２日（土） 

１４：００～１７：００ 西東京市防災センター６階講座室 

 

４．その他 

（１）東京都市町村社会教育委員連絡協議会交流大会・研修会 

   平成２８年１２月１７日（土） 

   １３：００～ 学園都市センター（八王子市） 

 

５．今後の会議日程 

 

 

第１６回  

    日 時：平成２９年 １２月 ７日（水）１９時  教育委員会室 

 

   第１７回 東京都市町村社会教育委員連絡協議会交流大会・研修会 

    日 時：平成２８年 １２月１７日（土）１３時  学園都市センター 
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   第１８回 成人式  明法高校講堂 

    日 時：平成２９年  １月 ９日（祝）受付１３時 

６．副議長あいさつ  

 

７．閉会 

 

※資料が必要な方は社会教育課までお問い合わせください 


