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会 議 次 第 

１．開会 

 

（１）あいさつ（議長・部長） 

   

２．協議事項 

（１）補助金について 

 

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 
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会  議  経  過 

１． 開会 

議長・部長より挨拶があった。 

 

２．協議事項 

 

【議長】 

早速、協議事項に入る。 

（１）補助金について。①２８年度補助金の審議について。 

資料がある。まずは社会教育課から説明をお願いしたい。 

 

【齋藤係長】 

市立小中学校地域教育推進事業費について、土曜開放推進事業費というのがある。 

二中を除く２１校が申請の対象となっていて、4,464,000 円となっている。決算につい

てはこれから報告が挙がってくるところである。 

次に市民文化祭事業費。２８年度予算 900,000 円で、昨年度は 121 団体の参加があっ

た。使途はおもにホール技師代、ポスター等印刷代、消耗品費である。 

次にＰＴＡ連合会補助金。総会費、会議費等に使われている。 

次に青少年対策事業費については青少年対策地区委員会補助金ということで全部で

3,239,000 円計上されている。１地区あたり 462,600 円で 7 地区ある。 

また、ヤングライブフェスティバル事業補助金については 410,000 円計上されている。

今年度につきましては 24 団体の参加があった。使途はホール技師代、印刷代、消耗品

費等である。以上が 28 年度の決算になっている。 

続いて、29 年度の予算案ということで発表させていただく。 

まずは市立小中学校地域教育推進事業費というところだが、こちらは今年度と同様の

金額になっている。 

市民文化祭事業費についても、今年度と同等の金額が計上されている。 

次にＰＴＡ連合協議会補助金も今年度同様の 80,000 円計上されている。 

また、青少年対策事業費も、今年度と同様に青少年対策地区委員会が 1 地区あたり

462,600 円。 

ヤングライブの方も 410,000 円となっている。 

 

【議長】 

ありがとうございました。最初に言うべきだったが、質問、意見等はすべての説明が

終わってから、まとめて受けたいと思うので、よろしくお願いしたい。また、今年度は

あと、20 日くらいあるので、きっちりとした決算は出ないが、予算の審議もあるので、

本日やって行きたいと思う。それでは、ふるさと歴史館お願いします。 

 

【栗原館長】 

03 文化財保護費にはいる。文化財の保護環境団体補助金として野口雅楽振興会 1 団体

47200 円。これについては、関係する神社の例大祭、元旦祭、祈願祭、新嘗祭で奉納

し、秋の正福寺地蔵祭で活動を行っている。 

次に祭囃子保存団体補助金 31000 円×6 団体計 186000 円。祭囃子については関係す

る神社の春、秋、例大祭、元旦祭で奉納し、東村山市の産業まつりや、各所の祭で活動
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している。２８年度は以上。 

２９年度、野口雅楽振興会は２８年度同様 47200 円となっている。活動も昨年度同様。

次に祭囃子保存団体補助金 31000 円×6 団体。活動も同様。 

祭囃子保存連合協議会 50 周年記念事業補助金 1,000,000 円。これにつきましては、２

９年度に祭囃子の保存連合協議会が昭和４２年１０月に市内の６つの祭囃子保存会の

団体として発足し、(昭和４４年３月に市の無形文化財に指定)、50 年を迎える。来る

６月２５日、東村山市の中央公民館において、記念式典、及び、記念公演を予定してい

る。なかなかない機会ですのでぜひ多くの皆様にご来場いただきたいと思う。 

 

【議長】 

ありがとうございました。それでは、次に図書館お願いします。 

 

【田中図書館長】 

地域児童図書館補助金について報告する。 

この補助金は東村山市地域児童図書館補助金交付規則に基づき、交付申請をうけて交

付している。平成２８年度の予算について交付団体は１団体ということで、久米川電

車図書館に交付している。概算払いとして 248,000 円を交付済み。概算払いの根拠は

前年に当たる２７年度の活動実績の年間 95 日開館また、5,027 冊の貸し出しがあった

という実績に基づいて、算定した。３月末までの実績の報告を受け、見直しをしたう

えで、概算払いから差し引いた額が交付される。 

活動の状況は２７年度実績で１日当たり５４冊の貸し出し、電車図書館内での読み聞

かせ、地域の保育園等の団体の受け入れ、また地域交流の場にもなっている。 

車体のメンテナンスついては、西武鉄道のファンの方たちが専門的な道具を持ち寄り、

愛情あふれる丁寧なペンキ塗りや修繕を行っていただいている。予算は今年度と同様

に 248,000 円を交付予定である。 

 

【議長】 

ありがとうございました。公民館は補助金がないので次に進む。ふるさと歴史館。 

 

【栗原館長】 

ふるさと歴史館八国山たいけんの里管理経費の中の北西部まちづくり研究会補助金。

北西部地区の豊かな自然遺産を増やし、住みよいまちづくりをめざす活動に対する補

助金である。１団体 61,000 円。活動については菖蒲まつりや、地蔵まつりガイド、歴

史散策と郷土色を知ろう等。広報費、通信運搬費を使途としている。２９年度につい

ても同じ金額と、活動を行う予定である。 

 

【議長】 

ありがとうございました。続いて保健体育費、市民スポーツ課。 

 

【中澤課長】 

こんばんは。保健体育費から支出している２８年度の補助金について説明する。 

各町の体力つくり推進委員会、及び公益社団法人東村山市体育協会に対し、総額で

39173000 円補助している。 

このうち、各町の体力つくり推進委員会へは、総額で 3458000 円交付していて、１町

あたり 266000 円となっている。この補助金を活用した取り組みとして、町民運動会

や、各種スポーツ大会をおこなったことで地域のスポーツ活動に気軽に参加できる場
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を提供できたことがあげられる。 

次に体育協会の補助金につきましては市民スポーツの普及、推進の中核的担い手の体

育協会に対し、35715000 円を交付している。この補助金を活用し、秋季市民体育大会、

スポレクフェスティバル、各種指導者派遣事業などを行っている。以上が２８年度の

保健体育費の説明である。 

次に、２９年度の保健体育費の予算について説明する。 

平成２８年度と同様に各町体力つくり推進委員会と東村山市体育協会への補助金を予

定している。総額で 40389000 円を予定している。 

各町の体力つくり推進委員会に対しては同額の 3458000 円交付予定。各町の体力つく

り推進委員会の補助金を交付することで得られる効果としては、スポーツを通じた市

民体力の向上や健康増進等があげられる。 

東村山市体育協会への補助金交付額は 39631000 円の交付を予定しており、前年度と

比較して、1216000 円の増額となっている。これは法定福利の増額によるものだ。期

待できることとしては、当市の施策の１つとして掲げているスポーツ都市宣言の理念

の下、市民スポーツの推進の中核として、また、諸活動の指導的役割を果たしている

東村山市体育協会に対して補助金を交付することによって市民スポーツのさらなる推

進や発展に、寄与するものと考えている。いずれの補助金も東村山市補助金等の予算

の執行に関する規則にのっとって交付している。市民の誰もが生涯にわたってスポー

ツを楽しみ、地域の活動に参加できる環境づくりに寄与できるものだと考える。 

 

【議長】 

ありがとうございました。それでは皆様から質問を受けたいと思う。 

 

【副議長】 

かわっているのは 100 万円だけですよね。 

 

【議長】 

祭囃子の記念事業ということで、以前、本会議としてもお世話になったので、何とな

く身近に感じる。 

 

【委員Ａ】 

祭囃子の記念事業は 1,000,000 円かかるのか。 

 

【栗原館長】 

全体では１３０万以上の金額の見積もりが出てきた。ポスター140,400 円、記念誌作

成 470448 円、当日のプログラム作成 114048 円、参加者保険料 6000 円、舞台の横断

幕 7344 円、記念事業記録用ＤＶＤ作成 70000 円、小学校参加記念品 50000 円、感謝

状印刷筆耕料 30540 円、招待状筆耕手数料、3220 円、うちわ 108000 円。合計 1000000

円となっている。今の関係は 1000000 円の補助金で、実行委員会でかかっている残り

の 300000 円は感謝状の額縁 31298 円、立て看板 7000 円、扇子 181440 円、扇子の袋 

15552 円、お赤飯 50000 円、招待状、封筒、ハガキ代 1500 円、招待状、封筒、郵送

料 13400 円、招待状筆耕手数料 19380 円で合計 300000 になる。 

 

【議長】 

今、内訳を言っていただいたが、いかがか。 
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【委員Ａ】 

総額 1300000 円かかるけれども補助金で 1000000 円、300000 円は参加団体からとい

うことでわかりました。 

 

【議長】 

実行委員会というのは事務局と六団体の代表で成り立っているのか。 

 

【栗原館長】 

その通りだ。 

【議長】 

他に質問はあるか。 

 

【副議長】 

記念誌が見てみたい。 

 

【議長】 

この、うちわというのはいらした方に配るものなのか。 

 

【栗原館長】 

うちわの内訳は公民館に来られる方を 500～600 で考えている。残りは地域の団体の

関係者への事前ＰＲとして、考えている。 

 

【議長】 

それでは中央公民館を満杯にできるようにＰＲして、お祝いしたいと思う。他に質問

はあるか。 

 

【委員Ｂ】 

以前４０周年の時はこのような事業はやったのか。 

 

【栗原館長】 

今回初めて行う。 

 

【委員Ｂ】 

かなりの年数をかけて計画してきたということか。 

 

【栗原館長】 

３年の計画を経て開催に至った。 

 

【委員Ｃ】 

久米川町にもこのような団体があって活躍されているということで親しみを感じる。

自治会からも祭囃子に対して補助金を出している。祭囃子の運営にはお金がかかり、

補助金以外にもお祝い金といったものがある。経費の明細についてはバックがない。

行政の方から、補助金を出すのであれば、各祭りの団体の資金の流れをある意味では

オープンにしていただきたいと思った。 

 

【議長】 
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１００万円については、補助金の中から支出している部分なので、こちらに関しては

グレーにならないように、していただきたいと思う。毎年、土曜講座等で余ったもの

は返してもらっているのかといった質問が出ている。必要なものは大いに使って、余

った分は返して次に使うといった方が良いと思う。他に質問があるか。 

 

【委員Ｄ】 

電車図書館に関してお聞きしたい。施設が古くなっていて、修理が必要ということで

以前お聞きしていたが、その後どうなったのか。 

 

【田中館長】 

雨漏り等に関しては市の方で修繕の手続きを行った。ただ、壁面のさび等については、

お近くに住んでいるファンの方たちが集まって、本格的な道具を使ってメンテナンス

していただいている。ファンの方たちは愛する車両をご自分で触れるということに喜

びを感じてやっていただいている。今後はこのような活動が続いていっていただける

ことを期待している。 

 

【議長】 

昨年もそのようなことをお聞きして、非常にありがたいなと思ったところだ。 

 

【田中館長】 

鉄道を愛する方たちで構成されていて、同じ人かどうかはわからないが、お手伝いい

ただいている。 

 

【議長】 

ぜひ継続してやっていただきたいと思う。雨漏りを修理していただいているというこ

とで、今のところ大丈夫ということだ。学校の方でご意見はないか。 

 

【委員Ｄ】 

土曜子ども講座や、青葉太鼓、久米川町の祭囃子の講座もあった。今は子どもたちが

少なくてやっていない現状がある。しかし、今後は土曜授業が入ることを活かして、

地域の人たちに様々な伝統文化を展開してもらおうと思う。久米川町祭囃子や青葉太

鼓に興味を持ってもらって地域とのつながりを持ってもらいたい。 

 

【議長】 

ぜひ多くの学校で東村山の伝統文化を引き継いで行ってもらいたいと思う。 

ではこの補助金の審議についてはこれでよろしいか。 

 

【委員】 

承認した。 

 

【議長】 

では、社会教育委員会議は２８年度補助金決算について、また、２９年度の予算につ

いてこれで承認したいと思う。どうぞ活発に、有効に使っていただきたいと思う。よ

ろしくお願いします。 
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３．報告事項 

（１）東京都市町村社会教育委員連絡協議会理事会 

   平成２９年２月１４日（火） 

   １４：００～ 学園都市センター（八王子市） 

 

（２）生涯学習計画の進捗状況調査の今後について 

 

 

４．その他 

（１）東京都市町村社会教育委員連絡協議会定期総会 

   平成２９年４月２２日（土） 

   １３：３０～ いちょうホール（八王子市） 

 

（２）包括連携協定について 

 

【肥沼次長】 

新聞記事の方を見ていただきたい。 

基本的には２６市の中で初めて包括施設管理委託を目指す。包括施設管理とは何か、

ということだが、課ごと、施設ごとで契約している管理業務を包括的に契約して、業

務の効率化を図って行こうという狙いがある。現状、市が抱えている施設は 750 件あ

り、今回で半分の 450 件を 1 本の契約にしていくということである。基本的には１社

と契約を結んだ後、業務を任せることになる。しかし、現時点で、公民館や図書館がい

きなり変わるのかといったことは考えていない。富士見図書館だけは単独の契約にな

っている。包括管理にすることで、何がメリットとしてあるのかということだが、事

務軽減が一番大きなところだと思う。また付加価値のメリットがある。具体的には事

務が軽減したことによって得られる時間を他に回すことができる。このような動きが

あるということを皆様に知っておいていただければと思う。 

 

【委員Ａ】 

市の職員の事務軽減があるというのはわかったが、利用者側のメリットは何かあるの

か。 

 

【肥沼次長】 

長期のスパンで契約した中で考えると、２４時間体制の受付、巡回のサービス等も行

うことができる。ただ、どのようなメリットが目に見えてあるのかということでわか

らないところもあるが、２４時間受付といった例もあるように、このようなことが起

こる可能性がある。例えば事務軽減が図れれば、その他のサービスも期待できると思

う。 

 

【前田館長】 

公民館は来年度から取りまとめ契約を行うことになった。公民館５館で管理業者がす

べて違っていた。うちの方からお願いをする際に、５館すべてに連絡しなければいけ

ないということや、契約の件数が桁外れに多いということもあった。管理会社の指導

等で、管理の質も変化した。それを１本化することで指令体制が効率的になることが

期待できる。 
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【委員Ｆ】 

３つある。これは私も勉強しなくてはいけないなと思っていたことではあるが、ＰＦ

Ｉつまり、民間の力を利用して、その施設を動かしていくというのをプロポーサルで

やっているというのを様々な地域で出てきている。真逆の施策についての関連性はあ

るのかということが１つ。 

２つ目は市内業者の活用ということがあるが、市内に大きなビルメンテナンス会社は

ない。ということで、現在市役所のビルメンテナンス会社が頭をとってビルメンテナ

ンスをやって行くのかということ、 

３つ目は、中央公民館の改装工事中に結果として、地元の業者を締め出す結果になっ

てしまっていた。安かろう悪かろうではないが、品質管理法というものがある。施設

を管理する業者でどのようなことをできるのかということで点数で表している。その

ようなことで業者選定の基礎としているところがある。このようなことは範疇に入る

のかということをお尋ねしたい。 

 

【肥沼次長】 

１つ目のＰＦＩのことであるが、当然このような施策も考えている。先生のおっしゃ

られたように今回のことは真逆の政策ということもある。ソフトの部分で業務の効率

化、付加価値の増加を狙っていることがあるが、ハードの面では、ＰＦＩ等の手を借

りながら、進めてまいりたい。相反する２つだが、並行しながら進めていきたい。 

２つ目の大手の業者が市内にいないということだが、目指しているところは市内業者

である。私たちも市内業者に対する説明はどうするのかというところで、そういった

ところも配慮し、含んだ形での考えは持っているところだ。まだ、細かく市内業者に

説明したわけではないが、デメリットにならないように進めてまいりたい。 

３点目は私自身も不慣れなところではあるが、金額が低いからお願いしようというこ

とにはならないと思う。付加価値の部分も考慮に入れて考えているので、今までより

もむしろ金額は上がることが予想される。長期的な目で考えて付加価値を見出してい

きたい。 

 

【委員Ｂ】 

長期にわたってというのは、どのくらいの期間を考えているか。また、付加価値とし

て出てくるまでにはタイムラグがあると思う。それまでの市民に対するメンテナンス

はどのように考えているか。 

 

【肥沼次長】 

基本的には５年で考えている。ただ、今後長期契約という流れの中では、７年、１０年

ということも考えていかなければいけないと思う。 

また、付加価値というところで、現在やっている委託契約は落とさずに、職員の事務

軽減が図れるので、サービスの向上はできる。そこはある程度、契約して間もなく見

せていかなければいけないと思う。 

 

【委員Ｂ】 

他の業者と契約をし直すということはあるのか。 

 

【肥沼次長】 

契約の更新については、２回目の時期のプロポーサルになってくる。５年間の実績を

見ながら決めていきたい。 
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【委員Ｂ】 

更新するたびに、契約金額が落ちていくということは想定しているか。 

 

【肥沼次長】 

提案内容にもよるところはあるが、最低限のラインは維持しながら、進めていきたい。 

 

【曽我部長】 

この包括管理委託は予算計上したが、果たしてうまくいくのかということはこれから

詰めていくことをしていかなければいけないと思う。次長が言った通り、市内業者の

活用が肝になってきている。まだまだ詰めなければいけないところがたくさんある。

ただ、予算付けしてあるので、経営政策部の方でどのように進めていくかということ

が山積しているので今後、順次わかり次第報告させていただければと思う。 

 

【議長】 

なぜ、社会教育委員会議の中でこのことを説明していただいたかというと、資料にあ

る新聞記事を見て、「われわれが今公民館のあり方を考えていく中で、この内容が影響

をしてくるのか」と質問をしたことが、始まりである。説明をお聞きした範囲では、ま

だ煮詰まっていない部分があると思う。また、この会議に関係する事柄があったらお

話ししていただけたらと思う。 

 

（３）公民館のあり方について 

【課長】 

ありがとうございました。公民館のあり方についてということで、前回皆様から意見

をいただいたが、そのおさらいについて前田館長よりお願いします。 

 

【前田公民館長】 

先月は様々な公民館のイメージやあり方にご意見をいただいた。 

９日に社会教育委員会議があって、そのあと１３日に公民館運営審議会があった。社

会教育委員会議での意見を取りまとめて、説明する時間がなく、申し訳なかったが、

公運審の方では議事録はそのことについては触れていない。 

１３日の公民館運営審議会は、２８年度はこれが最後で１９期では２回目の審議会だ

った。１回目は辞令交付等があったので実質、２回目が具体的審議の１回目だったの

で、社会教育委員の皆様の意見を説明する場面がなく申し訳なかったが、今後このよ

うな意見も公運審の委員の皆さまにも説明していきたいと思う。 

お手元に配布させていただいた公民館の運営形態見直しについての提案ということ

で、１３日の公運審の委員さんに配ったものだ。具体的に審議していただきたいこと

として番号が振ってある。７ページなので、今お読みいただくことはできないと思う

が、お目通しいただき、何かあれば公民館の方にご連絡いただければと思う。 

 

【課長】 

なにかあるか。 

 

【肥沼次長】 

基本的には今現在の協働のスタイルを改めて考え直してきた。１年間公運審をやって

きた中で、今まで公民館が社会教育法に縛られたものだということで行ってきたが、
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公民館から生涯学習センターに変えたところで中身自体は問題ではない、制限をかけ

るものではないということがある。 

考え方の視点で営業目的では物品販売はできないということが考えられてきたが、市

民に対して還元できるものであれば、例えば、スギテツコンサートにおける物品販売

等も、今後の市民の生活、学習に役立つものならば可能だという考え方もある。 

社会教育法だから何ができないというのを考えてきたときに、やろうと思えばいろい

ろなことができるというところまできた。 

公民館施設としても利用の緩和、例えば各部屋の貸し出し等で、利用団体を増やして

きたというのもあるが、今できることは何なのかというところから整理していかなけ

ればいけないのかなというところだ。 

また、生涯学習センターという名前について、現状の運営が変わりないなら、名称だ

けということで、公民館という名前が通用するのかといったところを、とらえ方等の

意見も踏まえながら進めていくべきだと思う。 

現状の体制で、できることというのはある。例えばスポーツセンターが３６５日運営

することができたのも、果たしてスポーツ課だけで出来たのかどうか、昼間のホール

や、教室を利用許可するかといったところで考えると、民間の力を得た方がいいので

はないかという話にもなってくる。この議論は長くできないものがあって、公運審で

は年度末までにはある程度出してほしいということで進めてきた。 

きっちり何かをあげて、社会教育委員が受けて教育委員会に諮るというものではない。

今、どのようなことになっているのかということに関しては社会教育委員の皆さまに

も知っておいていただかなければならいないものでもあるので、公民館の方から、適

宜情報提供していけたらと思う。 

 

【曽我部長】 

私も公運審に出ているが、なかなか見直しが進んでいかない。 

市の現状と、今後のというところで、教育委員会も勉強不足で、社会教育法をしっか

りとらえられていなかったというところで落ち度があったと思っている。というのも、

社会教育法、公民館法によると、生涯学習センターにしたとしても変わりがないとい

うことがあったからだ。今まで議会でも公益施設なので、ＣＤや食べ物を販売しては

いけないということを言ってきたが、一切そういうことはないことが分かってきた。

つまり、私たちが利益を受けてはいけないが、そこで活動している人に関しては構わ

ないということだ。根本的にそこから崩れてきてしまったというところが始まりだっ

た。 

また、公民館という名前の施設は都内ではほとんどなくなってきている。というのは

どのようなニーズによるものなのかというところがある。今後議論を深めていかなけ

ればいけない。社会教育委員の皆さまにも、今後その様な点でアドバイスをいただき

ながらやって行きたいと思う。 

 

（４）白州山の家について 

 

 

 

５．今後の会議日程 

   第２１回  

    日 時：平成２９年  ４月２０日（木）１９時  教育委員会室 
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   第２２回  

    日 時：平成２９年  ５月１９日（金）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 


