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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２３回） 

開 催 日 時 平成２９年６月２９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 
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・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・福島 真理委員 

  

 平島  亨 社会教育課長 

齊藤 雅彦 社会教育課生涯学習係長 

 

傍 聴 の 可 否 
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能 

傍聴不可の
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理由 
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数 
なし 

会 議 次 第 

１．開会 

（１）あいさつ（議長・課長） 

   

２．協議事項 

（１）評価シートの様式について（前回の４、５案をまとめたもの） 

（２）評価について 

   ・項目Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの内容 

   ・記入の形 

（３）２１期のまとめについて 

（４）白州キャンプ視察目的について 

   日 時：平成２９年７月２７日（木）１地区行き ７地区帰り 

（５）２２期への申し送りについて 

   ・各所管への記入依頼と回収期限について 

 

３．報告事項 

（１）事務局より 

 

４．今後の会議日程 

 

５．副議長あいさつ 

  

６．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】 

(1) 評価シートの様式について 

前回の続きとして６案を作成させていただいた。４、５案を合体させたもので、皆さ

んの指示通りに作ってきたのでお目通しいただきたい。片方は記入があるもの、片方

は記入がないものになっている。実際にはもっとたくさん記入できるので、裏まで記

入してもよい。目指すべき方向性がきちんと入っている。 

また、目指すべき方向性を実現するために行った取組、事業等というところで、２５

年度から２９年度までの５年間を総合して書き入れてほしいと事務局から話があった

ので、ここに(25～29 年度)の文言を追加したい。これがないと、２９年度だけが出て

きてしまう懸念がある。 

今までやってきた成果、課題のところでは、しっかりと成果課題を分けて入れる。そ

の上で今後の取り組みをどのようにしていきたいのかという欄も作る。これが見直し

や、二次改訂につながってくると思う。 

ここまででどうでしょうか。 

 

【委員 A】 

おおむねこの方向で良いのではないかと思う。 

 

【委員 B】 

先月の会議では４案をベースにするという話だった。その通りに入っていて、流れと

してはこのような流れでまとまっていると思う。 

 

【議長】 

様式としてはこの形式でいってもよいか。 

 

【委員】 

よろしい。 

 

【議長】 

それでは評価シートの様式についてはこれでいかせていただく。 

（５）でも出てくるが、２２期で取り組むときは新しい委員会で再検討していただい

て OK になればこれで進めるということにしたいと思う。 

 

（２）評価について 

項目は前回までは ABC、文言については触れなかったが、事務局で D というものを追

加した。皆様からの意見で項目ごとに評価を出した方が良いという意見があったので

①はどうだった、という形で、③しかないところは③だけ記入してもらうといった形

でやって行きたい。まず評価の項目の ABCD の４つを係長に読んでもらう。 

 

【係長】 
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A については計画に挙げる事業を達成し、成果があった。こちらは９０％以上達成で

きた。B については計画に挙げる事業をおおむね達成できた５０％以上。C について

は計画に挙げる事業に進展を得ることができなかった。D は計画を実施するに至らな

かった。今のところ A~D の 4 項目をあげさせていただいた。 

 

【議長】 

まずは、この文言でよいのか、％を入れた方がいいのか、入れるとすればこのような

書き方でいいのかというところについて話し合っていきたい。 

 

【委員 B】 

C のところだが、５０％未満という形にした方が良い。 

 

【委員 C】 

９０％というのが何をもって９０％なのかわからない。指標がないから。あいまいだ

なというのが１つ。 

BC の境目が５０％とあるが AB の境目が９０％というのもどうなのかなという気が

する。おおむね達成の後は達成できたとなるというのが良いのか。％の指標になるも

のがチェックシートみたいなものの中にあって、項目が４０項目あって、項目が３０

なん項目だから合計は９０％以上になるとかそうなっていれば良いが、多分そうじゃ

ないだろうなと思う。そうなると％で出す意味があるのかなという感じがする。 

何を根拠にしているのかと言われたときに説明がつかないのではないかなと思う。 

 

【議長】 

所管が主観で書くという感じになる。 

 

【委員 D】 

数字は難しい。きちんとした尺度があればいいが、ないとなかなか難しい部分はある。 

 

【委員 C】 

％がなくて、言葉だけではだめなのか。 

 

【議長】 

それでいいと思う。それでは％は消すとして、項目はこの４つで良いと思うか。 

 

【委員 D】 

結局評価をして、その先の取り組みにつながっていく。そうしないと評価の意味がな

いので、改正するためには『なんで、どうして』というところを付けていかなければ

いけないと思う。これをやれば方向性にもつながっていくと思う。 

あと、自分が所管の立場になってみた時に、このような様式で書きやすいかどうかと

いうところも大事だと思う。 

 

【議長】 

書く側からしたらどうなのかという意見が出たがどうか。 

 

【課長】 

この評価が３２年の第２次の参考資料になるかと思うが、私たちの立場からすれば、
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こちらに出てきた課題が今後の課題になってくるのかなという感じはする。書かなか

ったところは達成しているということで A を付けてしまうと、今後どうなるのかなと

いう感じはする。 

 

【議長】 

課題はありませんということになった時に、１番上の基本目標から変わってくると思

う。評価の仕方のところで、こういう時の文言や書き方はどうすればいいのか。 

 

【委員 F】 

数字をとることによって D だからだめだということにはならない。状態が C,D でも、

状態を評価して、次につなげていくことができる。議論していくことができると思う。 

 

【議長】 

B、C、D になったところは今後どう進めていけばいいのかという参考になると思う。 

前回課長が、このような評価を教育委員会でもしていると言われていたように思うが。 

 

【課長】 

教育委員会でも、評価、点検があって、取り組みの成果を書いている。しかしそこで、

ほとんど A はつかない。成果と課題はその中でもあげている。所管によって書き方は

違う。 

 

【議長】 

出てくるものを選ぶという評価の仕方なのか。 

 

【課長】 

評価を書く欄があって、その後、見ていただく大学教授の方に最終的に評価を見ても

らって、意見をもらっている。書くときはある程度自由に書いている。 

 

【議長】 

そうすると、計画に掲げる事業を達成し、こんなことが達成できたから優れた成果が

得られたと書いた方がいいのか、相手に任せて。 

 

【委員 G】 

次の生涯学習計画を立てるときに、現状は変わってくると思う。現状に伴って課題は

出てくるものだから、ここで A 評価にしたものは現状が良くなったと思っている。 

 

【委員 C】 

成果のところに、成果はこのようなものが挙がったというところで評価が出てしまう

から、①～④のところそれぞれに書いて、最後のところは総合評価にしてはどうか。

BBC なら B。AAA は A で次のステージに行くのか、これで終わりなのかということ

を明記すればいいのかなと思う。やはり、総合評価という欄は必要かなと思う。 

 

【議長】 

今のご意見では、成果課題のところで、①～③の成果で評価にそれぞれ１つずつ ABC

を付けるということ。 
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【委員 B】 

１番下の欄の ABCD を説明する文言はカットするのか。 

 

【委員 C】 

尺度の文言はどこかに入れなければいけないと思う。問題なのは ABC をつけた理由を

きちんと成果で書かなければいけないのかなということだ。 

 

【委員 F】 

数字のようなもので表せばある程度他の人が見ても評価ができるのではないかと思

う。議論しないとこういうものは完成しないものだと思う。 

書く人によって、また、部署によって評価に主観が入らないようにしなければならな

いと思う。 

 

【議長】 

こういったものを書くときは担当者が書くものなのか、それとも話し合いをするのか。 

 

【課長】 

多分担当者か係長がここを書くと思う。 

 

【委員 D】 

組織によって温度差があるから、担当者が書いているところもあると思う。 

 

【委員 C】 

学校の評価は単年度ということもあるが毎年いつまでにどの程度具体的に取り組みを

書いて、それを評価の時点で見たときにこれはこの程度この期間までに進んでいるか

ら A だなとか、そういう風に評価できる。 

目指すべき方向性のところで、あとで成果としてあげられるような取り組み目標を掲

げないと、最後まであいまいなものになってしまう。例えば、子育て相談事業を充実

というところで、ここでは書いていないが、成果ということでしっかり書いてあれば

次の段階で進んでいくと思う。 

 

【議長】 

この間の回答を見ても、白紙のところもあれば、真摯に回答してくれているところも

あるので、どの所管も違いがあるのだなと感じたところだ。今いろいろ出た意見を踏

まえると、これをお願いするときに成果はきちんと具体的な事柄、理由を入れて書い

てくださいとお願いをしなければいけないと思う。①はこういう理由で達成できたと

いうことで A でしたということになると思う。 

 

【委員 H】 

それぞれのとらえ方の違いがやはり大きいと思う。具体的に書いてもらって、納得で

きるような記入をしていただきたい。評価で今は４つだが、アンケートとかでは５つ

あって普通というものがあるが。 

 

【委員 C】 

そうすると、中心化傾向が起きてしまう。それぞれの項目について ABC を付けて、最

後に総合評価という形でやっているので、人物だけではなく、事業に関しても同じ評
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価の形をとっていくべきだと思う。 

 

【委員 B】 

目指すべき方向性というのはすごく多様化していると思う。その後、具体的に成果を

付けていくと思うが、目指すべき方向性の中で、多様な場面の中から方向性について

書いてもらうが、１部のものに偏って書いてきてしまうことはないか。つまり、良い

成果のものだけをかいて、あまり進まなかった事業の成果は書かないのではないか。 

 

【委員 C】 

成果に関しては低いレベルでとどまっている成果もあれば、高い水準で推移している

成果もあると思う。だから、取り組みと密接に関係してくるところがあると思う。 

 

【議長】 

今ご意見が出たように、目指すべき方向性③だと色々なことが書いてある。成果では

１部のところが書かれていて、③に対する全体的な成果というものではないと思う。

これは具体性があるといえばあるが、全体的な成果にはならないということだ。 

 

【委員 C】 

③には２つの方向性が出ている。それに対しての取り組み、事業としては、スマート

フォン対応の画面を作成した。成果としては読みたい情報、見たい情報が、より簡単

に手に入れられるようになったとある。 

研修会、講座などを充実させるというところは取組ではなくなっていて、成果でもな

くなっている。というところで見ると、評価としてはアクセスできるようになったこ

とがあげられるから B ではなく、私は C を付けて、課題のところに研修会等は今後さ

らに充実させていくという形で書いていく。 

 

【議長】 

A は計画に掲げる事業を達成し、優れた成果があっただけではなく、目指すべき方向

性を達成したと入れると、上に対して評価しなければという風になると思う。 

 

【委員 C】 

色々な事業の取り組みの方向性があって、期間内にすべての事業ができるわけではな

いと思う。方向性に照らし合わせて今回どうだったのかということで C であってもそ

れは成果だと思う。半分しか仮にできなかったとしても。４割くらいはできた。次は

６割をやろうというそういう評価が良いと思う。 

 

【委員 G】 

前に社会教育課が担当した基本目標２のフェスティバルでは成果と課題が書かれてい

た。そうすると、目指すべき方向性で成果だけでなく、課題もあるからこういうもの

に関しては B,C になるので、どこの所管も、A ということはないのではないか。両方

を加味していかないと、計画に掲げるだけではいけないのかなと思う。 

 

【委員 D】 

評価するにあたってこういう点に注意して評価をしてくださいということで、周知し

ながら評価していかなければいけないと思う。 
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【委員 C】 

目指すべき方向性に照らし合わせてどうなのかというところで、方向性に対してどう

取り組んだのかというところで話が進まなければいけないと思う。 

 

【議長】 

では、文言は訂正して、今 C 委員から出たように、A は目指すべき方向性に照らし合

わせて優れた成果があった、B は目指すべき方向性に照らし合わせて、おおむね達成

できた、C は目指すべき方向性に照らし合わせて、進展を得ることができなかった、

とします。つまり、これはすべて最初に掲げたものに対する評価ですよということが

わかると思う。D は実施するに至らなかった。ABCD の文言はこれで良いか。 

 

【委員 B】 

ひとつ気になることがあって、C のところで、事業の廃止、中止等を含むというとこ

ろがあるが、これは D との評価があいまいになると思うが、どうか。 

 

【係長】 

ここで C は努力したかという違いがある。 

 

【議長】 

計画の最初はやろうとしていたが、途中でだめになってしまったというものも含むと

いうことだ。 

 

【委員 C】 

無くてもいいような気がする。書くときにどういう理由で中止になったり人が集まら

なかったりとかで、そこのところはきっと出てくるのかなと思う。 

 

【議長】 

やったけどほとんどできなかったというところで、これはとっても良いか。 

  

【委員】 

よろしい。 

 

【議長】 

ここはとることにする。 

ABCD の文言は以上のようにする。 

それで、成果を書いていただいたところに項目ごとの評価を付けてもらうかどうかと

いうことに対してどう思うか。 

 

【委員 A】 

成果の横につけると、成果の評価になりかねないので、形式としてはよくないと思う。 

 

【委員 D】 

書き方はいろいろあるが、個別評価と総合評価はあった方が良いのではないか。 

 

【議長】 

目指すべき方向性の成果は個々に書いて、評価は個別評価してもらう。 
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総括は総合評価、記入欄の形式も含めてもう少し検討していきたいと思う。何パーセ

ントというのは基準が分からないので消す。これで２２期に申し送りたい。 

 

【委員 A】 

先程の意見は訂正する。目指すべき方向性に対する評価ということで共通認識をもっ

たところで目指すべき方向性の欄の上のところに評価欄を設けて下に総合評価をもっ

てきてはどうか。 

 

【委員 C】 

やはり取り組んだ方向性に対して、評価しないと方向性自身の評価になってしまう。 

 

【議長】 

１番上に持ってくると、作る前の方向性を評価することになってしまう。成果のとこ

ろに具体的な理由を書いてもらって、どうだったというのを入れてもらう方が良いの

かなと思う。 

 

【委員 D】 

何をもって評価するのかということをわかるようにすればいいのではないか。あくま

で目指すべき方向性について事業を実施して出た評価だということがうまく伝われば

よい。 

 

【議長】 

評価するにあたっての留意点、それから個別の評価と総合評価、例題として、こうい

う風に考えて書いて欲しいという見本を作るということで(2)までよろしいか。 

 

(3)２１期のまとめについて 

一応本日の定例会をもつて会議としての２１期は終わる。あとは白州の視察とお疲れ

様会。それぞれ２１期へのまとめというか、思い、交代される方は、引き継ぎたい想

いとか、残る方は感想等をお願いしたい。 

 

【委員 H】 

勉強することが多い。来期も継続というところで出したので色々と勉強していきたい

と思う。 

 

【委員 A】 

私は今期をもって退任させていただくことになった。１０年という期間は本当に長す

ぎたかなという思いがする。生涯学習計画であるとか、様々な取り組みに関わらせて

いただいたことは自分自身にとっても、勉強になった。今後も社会教育委員に対して

期待されていることは大きいと思う。 

 

【委員 F】 

１期終えたということで東村山市の実情を現在は勉強中ということだが、２期目はも

う少し役割を自覚しながら、やって行きたい。生涯学習計画に関しても、後期では力

を入れてやって行きたい。この計画を充実させていくことによって事業が展開してい

くと思う。重要な会議の場になっていたのではないのかなと思う。次の２２期に引き

継ぎながらさらに充実させていきたいと思う。 
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【委員 C】 

普段学校で仕事をしているのとはまた別の違う視点でもっていろいろなことで意見を

言わせていただいたし、すごく学校経営にも役立った。 

社会教育という視点はやがて今いる子どもたちは地域を担う子どもたちになるわけ

で、子どもの頃から社会教育にどのようにかかわっていくのかということを学べると

いうことは申し訳ないけれども学校だけの校長先生方にはなかった経験なのかなとい

うことは思う。その特権を生かしていきたい。 

 

【委員 E】 

結果として留任ということで、生涯学習計画については、みなさまからお話があった

とおりだが、私は何と言っても第４ブロック研修会に出席させていただいたことだと

思う。祭囃子等で地域を活性化していくといった取組こそが社会教育の原点であると

思う。そういったところに触れられたので自分にとって財産になった。 

 

【議長】 

いろいろと脱線しながらも、皆さまから色々な意見を出していただけるので、何とか

議長をやってくることができた。２１期は急に幹事市が回ってきて、色々なことが集

中していたことがあったが、今日という日を無事に迎えることができた。感謝以外に

ありません。ありがとうございました。 

 

【委員 D】 

おせわになりました。ご縁があって、皆さまと一緒にできて幸せだなと思っている。 

自分の仕事の中に活かさせていただいている部分が多分にある。生涯学習計画に携わ

らせていただいたことで常にこういうものを橋渡しにして評価していかなければいけ

ないと感じた。 

 

【委員 B】 

先程委員 A のお話にもあったように、私は５期１０年させていただいている。サラリ

ーマン終わって２年目の時に社会教育委員になって今は７２歳になった。様々なこと

を勉強させていただくことができた。名議長で大変充実した議論ができた。今後も大

変楽しみにしている。陰ながら社会教育委員を応援したい。社会教育事業にも積極的

に参加していきたいと思う。 

 

【委員 I】 

次もやらせていただけるということで感謝している。ここで学んだことは地域の方々

の居場所とかそういうところにつながって行けばいいなと思う。引き続きよろしくお

願いしたい。議長はとても現場を大事にしていて、私としても、また、違った視点で

考えられるようになった。 

 

【委員 G】 

私は３期やった。あっという間の６年になった。ここでいろいろなことを学んで、議

長はてきぱきと進めていただいてよかった。 

私は、小平で童謡を子どもたちに伝える事業をさせていただいている。今年度は３校

から依頼があった。感動したのは、先生から子どもたちの感想をまとめたものを持っ

てきていただいた時だ。もう一期頑張らせていただく。 
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【係長】 

私は３年間社会教育課の方でお世話になっている。皆様の温かいお心遣いでやらせて

いただいている。２年間やってきたことを実践に活かせるように、皆様の信頼を得ら

れるように今後とも頑張っていきたいと思うのでよろしくお願いします。 

 

【課長】 

２１期の社会教育委員の皆様本当にありがとうございました。 

２１期は第４ブロック研修ということで、全員に発表していただいて本当にありがと

うございました。また生涯学習計画ができたということで、これをローリングしなく

てはいけないということで、皆様に見ていただきまして、本当にありがとうございま

した。 

２２期では、大変な生涯学習計画の時期になってくる。２１期の皆様には大変なご苦

労をおかけした。２年間本当にありがとうございました。 

 

【議長】 

皆さんに話していただいたが、當間さん、島﨑さんの２人におかれては、まだまだ語

りたりないことも多いかと思います。10 年間本当にお疲れ様でした。機会があれば、

當間さんの長屋門の見学、島﨑さんがご活躍されている全生園の案内等、お世話にな

るかもしれませんので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

それでは（４）に進みたいと思う。 

 

【係長】 

白州キャンプ視察の目的ということで本日配らせていただいた。日程は記載のとおり

である。１地区は７時出発となっているので、こちらも時間を変更して７時集合出発

ということにしたいと思う。今回は釈迦堂にて見送り、７地区の視察になっている。

白州キャンプの目的のプリントであるが、視察の感想等を書いていただいて、事務局

までいただきたい。 

 

【議長】 

（５）２２期への申し送り事項について。 

先ほど（１）でもふれましたが、評価の欄とか様式とか書き方とか、もう一度きちん

と検討していただくことを申し送り事項として引き継ぎたい。 

 

【係長】 

各所管への予定としては、１２月ごろまでに記入用紙を配布し、評価の記入依頼をか

けて、２～３月に回収を予定している。 

 

【議長】 

協議事項は以上で終わる。 

３．報告事項 

 

( 1 ) ２１期お疲れ様会 

    平成 29 年 7 月 6 日 (木) 

         18： 30 ～ さがみ東村山店 (東村山市) 
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４．今後の会議日程 

   

   第２４回（白州キャンプ）  

    日 時：平成２９年  ７月２７日（木）１９時 白州山の家 

   

   ２２期第１回  

    日 時：平成２９年  ８月 ３日（木）１９時  教育委員会室 

 

５．副議長あいさつ  

 

６．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 


