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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１９回） 

開 催 日 時 平成２９年２月９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・土田 士朗副議長 

・桑原  純委員・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 

・桑名  淳委員 

  

 前田 寿美子公民館長 

 平島  亨 社会教育課長 

齊藤 雅彦 社会教育課生涯学習係長 

渡辺 洋平 社会教育課 主事 

 

・福島 真理委員 

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 

１．開会 

 

（１）あいさつ（議長） 

   

２．協議事項 

（１）公民館のありかたについて 

 

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 

１． 開会 
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議長より挨拶があった。 

 

２．協議事項 

 

【公民館長】 

改めましてこんばんは。貴重なお時間をいただきありがとうございます。ざっくばら

んな公民館への意見や印象を委員の皆さんにいただければと思う。公民館の現状とい

うところで説明させていただく。東村山市としては、公民館に限らず、全庁的に行政

改革に努めています。これは地方行政として担うべき業務を精査する事が主旨であり、

公民館としては、施設の適切な管理、運営を検討するということになる。基本的には

東村山市の生涯学習の充実をどのように進めるかということが課題と考えている。そ

の中で現状の公民館について、多方面から検討し、社会のニーズに合った施設の運営、

管理へと移行する道筋をつけていくことになる。公民館の運営審議会では第１３期以

降、公民館の在り方、利用の緩和、運営形態の見直し等課題に対して検討を行い、検討

の結果を運営、管理、事業等に反映してきた。具体的には平成１６年第１３期から平

成２５年第１６期の委員の皆さんと公民館をもっとよくするためにはというテーマの

もと、公民館の課題、問題点、今後の方向性等を調査、検証してきた。平成２５年第１

７期、平成２７年第１８期の中では、公民館の課題というテーマで、検討が始まった。

また公民館運営審議会のご意見をもとに、平成２４、２５年度に施設の利用緩和を図

ってきた。利用率の向上という観点もありますし、開館以来「集会室はこういう利用

団体でなければ使用できない」という不便性の解消を行ってきた。中央公民館では、

現在、料理教室で学習活動を行ったり、展示室で会議、コンサートを開催したりと、施

設の有効利用を図っている。地区公民館においても同様に行われている。東村山市の

公民館をより活発にしていくためには、今までの歴史の中で培ってきたことを大切に

しながら、一歩踏み出す必要があると考える。多様化する市民ニーズに応えるための、

公民館のあり方についてご意見をいただきたい。本日このような機会をいただきまし

たので、社会教育委員の皆さまに、現在の公民館が、どのように映っているのか、また

今後のあり方など、様々なご意見をお聞かせいただきたい。 

 

【議長】 

ありがとうございました。館長から話があったように、具体的ではなくても、我々が

公民館に抱いているイメージや、意見を出していただきたい。 

 

【委員 A】 

東村山市の公民館について、三多摩は農村に比べれば、速いスピードで公民館が作ら

れていて、建て替えの時期が今迫っている。また、東村山市は中央公民館のような大

型の公民館と、地球と衛星の関係のような地区公民館がある都市型の公民館だ。三多

摩の公民館は国立のように、大きな公民館が１つあるところや、国分寺のように５館

くらい人口に対してあるところもある。東村山の公民館にはそのような特徴がある。

今生涯学習の時代になって、公民館は、社会教育を推進する施設という意味合いもあ

るが、広い意味で生涯学習を推進する施設に変容する時期だと思う。今、利用緩和と

いう言葉があったが、社会教育法によって規制されているようなものを緩和していく

ことだ。たくさんの人に使ってもらうという面もあると思う。前回は施設の再配置と

いうことで総務課から話があった。全庁的に進んでいる。今回は公民館の利用緩和と、

公民館の生涯学習施設としての改革が図られていると思う。これは全国的な動き。東

村山市としては歴史的な背景を踏まえながら、将来どうしていくかということが、問
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われている。また、他の委員さんの意見もお聞きしながら、意見を言っていきたい。 

 

【議長】 

こういう大きな視点からの意見でもいいが、公民館のイメージでもよいので、実際に

使っている方に意見を聞きたい。 

 

【委員 B】 

色んな施設を使っているが、一番使っているのはコンベンションホールだ。理由は利

便性が高いから。公民館は飲食ができない。また、市民センターもよく利用する。市民

センターは飲食を伴うものでも可能だ。公民館については、会議室として、非常に使

いやすい。秋津、富士見公民館は、中心部から離れているという利便性の面から、あま

り利用しない。どの程度、飲食ができるのか、例えば、部屋によっては飲み物等につい

て持ち込みはいいのか等についてというところだと思う。 

 

【公民館長】 

緩和はかなりしている。飲食が目的の会議でなければ、今は OK にしている。会議等

の流れの中で、どうしてもお昼を食べるとか、そういうレベルであれば大丈夫だ。た

だ、ホールは飲食禁止としている。 

 

【議長】 

その辺の周知等は進めていく必要があると思う。 

 

【委員 C】 

以前は会議室を使っていたが、今は使っていない。中央公民館のホールでのイベント、

また、趣味の会での集まりに使われているところという印象が強い。私の所属する

NPO 団体ではサンパルネか、市民センターを使うことが多い。理由は公民館はそうい

う団体でないと使わせてくれないからというところからである。公民館を利用する方

としない方の開きがあり不公平感があると思う。 

 

【議長】 

みなさんが感じていることだと思う。 

 

【委員 D】 

PTA の時も、個人的に集まってやろうという時も、恩多ふれあいセンターや、青葉地

域センターがある。私はフリースペースというところは、すごく役に立つと思う。調

布のアクロスというところがある。そこは仕切りのないフリースペースがあり、不思

議な感じがした。そのようなフリースペースを有効活用していくことは予約しなくて

も、すごくメリットがあると思った。柔軟な対応ができるということも、メリットだ

と思う。 

 

【議長】 

よそを見てくると我が家も見えるということもあると思う。 

 

【委員Ｅ】 

私は小平市民なので、公民館はサークル活動で使っている。仲町テラスというものが

あるが、図書館と公民館が一緒になったものだ。東村山市の中央公民館は、会議の部
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屋がたくさんあるし、ピアノの部屋もいくつかある。小平の場合はサークル活動、講

座での利用はよくされてはいるが、地区館との差があるということもある。東村山の

中央公民館は利用度が高いし、耐震工事をしてからはすごくきれいになったので使い

やすい。しかし小平と大きく違うところは東村山には利用料金がかかるというところ

だ。小平は登録していれば無料で、その辺はすごく助かっている。ただ、他の利用団体

は登録できずに有料施設を使っている。嘱託職員が多くなってきているので、前とは

違う不便さも聞いている。 

 

【議長】 

職員に関して東村山の場合はどのような形で運営しているのか。 

 

【公民館長】 

通常の窓口は嘱託が入っている。各地区館も、昼間は１人ずつ張り付いている。地区

館に関しては、職員は係長職で１人しかいない。中央の場合は契約、支出等で各地区

館の分も網羅しているので、庶務係というところで４人いる。市民講座を展開してい

る事業係については、職員が４人いて、プラスで嘱託職員が１人いる。中央の場合は

かなりの数の職員がいる。また同時に、委託だったり、そういうのはどうなのかとい

うものもある。今は何も進んでいないが、他市の例を見たりする中で、その様な風潮

になってきている。 

 

【議長】 

学校も使ってもらえるようにという話があったがいかがか。 

 

【委員 F】 

６年生の授業で税金の勉強をしているときに、税金で賄われている施設に丸を付ける 

というワークがあるが、子どもたちは公民館に丸をしなかった。図書館にも丸を付け

なかった。子どもたちにとって身近でないのではないかな、ということがあった。8 国

山芸術祭に関わって、子どもたちにぜひ出てもらいたかったのは、ステージで何かを

やるということは子どもたちにとってとても大事なことなのでないかなということが

あったからだ。練馬では、小学校の数が多いが１年に１度、連合音楽会というのがあ

って、４～５日間行われる。６年間やるとどこの学年も１度はホールでの演奏を経験

する。武蔵村山も同じで、１年に１回はどこの学校もステージに立つことができる、 

音楽や、演劇がある。また、武蔵村山はブラスバンドがすごく盛んで、卒業コンサート

などでもホールを利用する。子どもたちにとってすごく身近で、陰で支えている人の

ことも、こういうことなのかということで体験の中で見えてくる。しかし東村山市は

子どもたちと中央公民館とのかかわりというのは、図工展の作品を見に行くことはあ

っても、一つの大きな塊として、学校や学年で学習の一環として、やる機会がない。だ

から、学校の教育の中で、公民館を身近なものとしてとらえさせる機会がない。それ

がもしどこかで出来るようになれば、もっと違ったものになるのかなということは思

った。意図的に子どものためにそういうことをやっているところは多くて、以前杉並

にいたときもそうだった。そうすることで子どもたちにとって公民館という存在が身

近な存在になるのかなという気がした。そのような体験をしていくことによって、今

度富士見公民館でヤングライブフェスティバルがあるが、そういう方にもまたつなが

っていくのではないかなと思う。やはり、どこかで学ばせる機会があると学校教育と

してはうれしいかなという気がした。 
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【委員 C】 

中学校なんかでは図書館は職場体験としてそういうことをしているが、公民館はそう

いったことはしているのか。 

 

【公民館長】 

今年は２人男の子が来てくれた。八国山芸術祭の前だったので、ジャージで、汗だく

で、すごくよかったと言ってくれた。 

 

【委員 C】 

それは初めてのことだったのか。 

 

【公民館長】 

私は今年で３年目になるが、初めてだった。 

 

【委員 C】 

図書館は以前から職場体験という形でやっていたが、公民館のそのようなものは聞い

たことがなかったので。 

 

【委員Ｄ】 

今、委員Ｆの話にもありましたが、仲町テラスでも新しく始めたことは地域の小学校

がコミュニティスクールのように学年ごとに絵手紙を教えてもらったりフラダンスを

やったりしている。定期的に学校と公民館利用者との交流が増えてきている。公民館

祭にも中学校のボランティアがはいり、交流している。年輩の方たちにとっては子ど

もたちがたくさん入ってきていて、不満はあるものの、交流ができることが良くなっ

たという声もある。 

 

【委員 G】 

公民館については古い歴史があって、当時の国立や国分寺はすごかった。時代は変わ

り、使い方も変わってきているように思う。今話があったように、学校の活用はすご

くいいことだと思う。そのために私は、知ってもらうということがとても大切なこと

だと思う。まだまだ、公民館がどのようなことを行っているのか子ども、大人が理解

できていない部分はあると思う。さりとて、公民館をやめてカルチャーセンター等に

変えていった市があるが、東村山はそうなっていない。１部地区館には役所の機能を

持たせた施設もあるが、地域の利便性という観点からは良いのかなと思う。公民館は

市民センターと違って貸館ではないと思う。自ら発信する施設だと思う。貸館だった

ら市民センターで良いと思うが、公民館は地域の社会教育の役割も担っているので、

発信する施設だと思う。そこをブラさないようにしていってもらいたい。東村山市の

公民館が目指す方向性をきちんと出して PR していくことが大事だと思う。 

 

【副議長】 

自分が JC にいた時に、映画を企画とか、なんでも鑑定団で盛り上がっときに使わせて

いただいていたが、公民館で何をやるのかという公民館運営審議会をやっていたこと

もあった。 

 

【議長】 

色々思いを出していただいただけでも課題がいっぱいあるなと感じた。まずは公民館
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を市民が身近に感じられる方策が大切かなと思った。同じ行政として、課長さんの思

いはあるか。 

 

【課長】 

公民館も、教育委員会の一部ということで、活用していかなくてはいけないというの

はあるが、私たち社会教育課というのは、子どもたちの発表の場を大きなステージが

ある中央公民館でやらせてあげたいということで、公民館にも無理を言って早くとら

せていただいている。PTA の二者懇談会では合唱コンクールを中央公民館でやりたい

という声はあるが、人数的に難しいのかなと思う。文化祭や、文化のつどいでもホー

ルを使っているが、本当に皆さんいきいきしていて、公民館というのは必要なんだな

と思う。市民の方に迷惑にならない範囲で、予約を入れて公民館を使っていければい

のかなと思う。社会教育としても、こういう事業を公民館と一緒にやってくれません

かというのもこれから出てくるのかなと思う。 

 

【委員 C】 

今の公民館は個人的な意見としては貸館としての役割しか果たしていないと思う。ホ

ール、会議室の役割は違うと思う。ホールは市として色々な使い方があるが会議室は

貸館で良いのではないかと思う。私は今図書館協議会というところにいて、図書館の

在り方ということでこの間議会とかでも話題に上がったりして、図書館は登録とか関

係なく、だれでもいつでも何時間でもいていい、居場所として、また、人と人が出会う

コミュニティの場という意味合いも持っている。対して、公民館では、貸館以外に居

場所、コミュニティがあるだろうかということを考えてしまう。フリースペースも、

図書館に比べて少ないような気がする。 

 

【公民館長】 

耐震工事後に来ていただいた方からはきれいになったという感想をいただいている

が、２階のフリースペースを夏休みの勉強するスペースということで空けていたが、

東村山高校の女の子が、広報をする前から、ここを、使っていいですかと問い合わせ

があり、私としては公民館に制服を着た高校生がいるということがうれしくて、夏休

み限定で勉強優先ということで、１か月半開放していた。図書館からも、図書館で勉

強している人が、公民館に行ってもいいかという連絡をもらった。というのも、図書

館は、話しをしながら勉強できないが、公民館は聞いたり聞かれたりしながら勉強で

きる。充実した利用の仕方ができ、大変好評であった。 

 

【委員 A】 

子どもや高校生、中学生が公民館に来る、ホールを使ってステージに立つということ

もあるが、大人と触れ合う場というのが大きい。学校や塾でしか人と会っていない、

同世代としか交流をもたない子どもは多いが、公民館は公民館に来ている大人が、い

い意味でちょっかいを出してくる、声を掛けたりしてくる。あるいはまなざしを向け

られただけでも交流になる。フリースペース利用はすごく大事だと思う。公民館は育

成つまり特定の団体を登録して、無料でお貸しするというのが公民館の最大の目的だ

った。地域の中には有力者がいて、グループをつくって民主的にしていくということ

で、みんなで運営していくようなグループ作りを公民館は最大の目的としていた。そ

れが達成されたかどうかということもあると思う。都市公民館の登録団体はなくなっ

ている。不公平感があるからだ。地方にはまだまだある。地域ごとに協議していくこ

とが大切だと思う。 
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【議長】 

この前の中学生サミットで、東村山を一言で言うとなんだということがあって、適度

に都市で適度に田舎だという意見があった。なるほどなと思った。まだ話したりない

ところはあるかと思うが、今後煮詰めながら公民館の在り方について協議できればい

いと思う。今回はここまでで終わりにします。 

 

 

３．報告事項 

（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） 

 

（２）成人式 

   平成２９年１月９日（祝） 

   １３：３０～ 式典 

【主事】 

今年から社会教育委員の皆様にはお手伝いをしていただいた。その時感じたことが何

かあれば教えていただきたいと思う。 

 

【委員 D】 

受付をさせていただいてとても嬉しかった。子どもたちの様子がよくわかったから。

子どもたちが外で話してたり、途中車からたくさん人が下りてきたりということがあ

ったが、話してみると素直なしっかりした子どもたちだった。 

 

【委員 B】 

私は、外で交通整理をしていた。約二時間。課題は毎年、誘導してもなかなか中に入っ

てくれないこと。話しかけてもなかなか入ってくれない。そういうことをどういう風

に解決していけばいいのかなということを感じた。あと、政治がらみの動きで、次期

都議選に出るという方ののぼり旗が出ていた。敷地の外だが。また、別の団体はビラ

を配っていた。これを見てどうなのかなと思った。明らかに選挙を目指した活動があ

ったので。 

 

【課長】 

これは今年だけのことだ。のぼり旗はわからなかったが。うちの方では、受付が２人

しかいなく、ビラ配りは大変だったのかなと思った。昨年までは４人いたが、今年は

２人にした。入ってくるときは一気に来るので。あと、どうしても外のほうは時間通

りに入ってもらえず、今年に関しては会場内でビデオを流して中に入ることを促した。

ただ、市長は今年の子は私の話をよく聞いてくれたと話していた。実際、１５１６人

対象で、延べ、１２００人来た。79％で、来年も明法高校でやる予定なので、よろし

くお願いしたい。 

 

【議長】 

なぜ私たちが今年手伝いになったのかということは朝の部長の話でよく分かった。し

かし、男性陣が外で長い時間いたことはとても気の毒だった。そこは青少年委員の元

気な若者たちにしていただきたいなと思った。 
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【課長】 

来年は調整して、受け付けも足りていない状況なので考えさせていただく。 

 

【委員 C】 

恩師からのお祝いのメッセージは書いたものをそのまま張り出されていたが、来年は

これを張り出しますということを、書いた方が良かった。 

 

【課長】 

他の方からも指摘をいただいた。打ち直しも考えたが、あとから来たものを急きょ張

ったのもある。ピンク色の印刷物、恩師からのお祝いメッセージで、一言もいただけ

なかったところが 1 校だけあり、来年からそういうことがないように気を付けたいと

思う。 

 

【委員 D】 

ウォルシュ君のユニフォームが飾ってあったが、私は必要ないのではないかと思った。

理由はウォルシュ君だけの成人式ではなく、みんなのための成人式だから。あの子だ

けが特別というわけではないと思った。子どもたちはあまりあの展示を見ていなかっ

た。もちろん、ウォルシュ君も一生懸命やったが、みんなが一生懸命やったのだから。 

 

【課長】 

私たちはウォルシュ君だけがすごいと言っているわけではなく、オリンピックで日本

代表として着た赤いユニフォームをみんなに見てほしいなと思った。東村山の若者が

こういうものを着たんだということを知ってほしかった。 

  

（３）市民のつどい 

   平成２９年１月２９日（日） 

   １３：００～ 

 

【課長】 

納税、人権作文等でとてもいい発表だったと思った。たくさんの方に来場いただいて

非常にありがたいと思った。見ていただいた方で意見があればだしていただきたい。 

 

【委員 B】 

私は最初から最後まで見させていただいた。課長から、沢山の人がいらっしゃったと

いっていたが、実数として半分も客席が埋まっていないと思った。あんなに良い発表

をやったのに、PR が足りないと思った。学校に動員をかけてでも、呼びかけを進めて

ほしいなと思った。内容的には、今年のテーマは、東村山の良いところというところ

だが、あまり目新しい意見が出ていなかったように思う。六中の演劇はすばらしかっ

た。ただ、３部の観客が少なかったと思うので、もっとたくさんの方に見ていただき

たいなと思った。今の中学生があんなにできるのかということを感じた。あと、中学

生の女生徒のパワーが強いなと思った。 

 

【委員 E】 

今年は良い演劇の時に帰ってしまったというのが残念で、PR した方がいいなと思っ

た。日曜日でお休みだがもっとたくさんの方に声をかけてほしいなと思った。 
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【課長】 

声掛けはしているが人数に関しては今後の課題かなと思う。 

 

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２９年２月１４日（火） 

   １５：００～ 生涯学習センター（八王子市） 

 

５．今後の会議日程 

   第２０回  

    日 時：平成２９年  ３月 ８日（水）１９時  教育委員会室 

 

   第２１回  

    日 時：平成２９年  ４月２０日（木）１９時  教育委員会室 

 

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 


