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–会  議  録– 

会議の名称 第２２期東村山市社会教育委員会議（第１回） 

開 催 日 時 平成２９年８月３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） 

 

・吉満あ洋子議長・桑原ああ純委員 

・福島あ真理委員・片岡  了委員 

・伊藤あ二葉委員・森田 明美委員 

・杉本みさ子委員 

 

 森   純 教育長 

 野崎  満 教育部 部長 

平島  亨 社会教育課長 

齋藤 雅彦 社会教育課生涯学習係長 

渡辺 洋平 社会教育課 主事 

 

・土田あ士朗副議長・上田 幸夫委員 

・桑名  淳委員 

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）委嘱状交付 

（２）あいさつ（教育長） 

（３）自己紹介（委員、事務局） 

 

２．協議事項 

（１）議長及び副議長選出（あいさつ） 

（２）第２２期のスケジュール案について 

（３）生涯学習計画の評価シートの様式について 

（４）青少対白州キャンプ視察結果について 

３，報告事項 

 

４．今後の会議日程  

 

５．閉会（副議長あいさつ） 

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３５１３） 

ファックス番号 ０４２－３９７－５４３１ 

会  議  経  過 

１． 開会 
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【課長】 

こんばんは。全員そろったので、第２２期東村山市社会教育委員会議の第１回目とい

うことで始めさせていただく。会議の始まる前に教育長より委嘱状の交付を行う。 

 

●教育長より各委員に委嘱状が交付された。 

 

【課長】 

教育長よりご挨拶がございますのでお願いします。 

 

【教育長】 

改めまして皆様こんばんは。 

お忙しいところ、また、お暑いところ、お集まりいただきましてありがとうございま

す。本来ならば、田中次長も出席する予定になっているが、本日、全生園の納涼祭に

出席している。 

社会教育委員の皆さまには日頃より、社会教育に関わる事業に参加していただき、あ

るいは生涯学習計画についての進捗についてお世話になっているところである。今日、

委嘱状を交付させていただいたが、また二年間お世話になる。また、森田委員には新

たに社会教育委員としてお世話になる。 

先般、公民館のあり方について検討していただきたいとお願いをしたところだが、公

運審の方の結論、方向性が示されたところで少しずつ検討を進めていただければと思

う。本日は２２期の２年間の大まかなスケジュールと生涯学習計画の評価シートの様

式について検討されるということで、早いもので生涯学習計画も出来上がって５～６

年経つということで、そろそろ改訂も考えていかなければいけないということもある

ので、このあたりの評価シートをしっかり作っていただきながら今後に備えていただ

ければと思う。よろしくお願いします。 

 

【課長】 

ありがとうございました。２２期の社会教育委員の皆さまは８名が継続、２名が新規

ということで始まった。自己紹介をお願いしたい。 

 

●各委員、事務局より自己紹介があった 

 

【課長】 

ここで、教育長と議長は退席する。 

 

２．協議事項 

 

【課長】 

これより、社会教育委員の定例会を開催する。最初に２２期の議長を選出しなければ

いけない。推薦、立候補はあるか。 

 

【委員 A】 

自分の気持ちとしては、前期やっていただいた、吉満委員に今期もやっていただけな

いかなという思いがするがいかがか。 

 

【課長】 
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皆さまどうか。よろしいか。 

 

●議長は吉満委員に決定した。 

 

【課長】 

それでは、次に副議長を決めたい。立候補、推薦はあるか。 

 

【委員 A】 

出来れば前期と同様に土田委員にお願いできればと思うがいかがか。 

 

【課長】 

よろしいか。 

 

●副議長は土田委員に決定した。 

 

【課長】 

それでは議長の方から一言あいさつをお願いします。 

 

【議長】 

改めてまして、よろしくお願いします。２期４年間議長を務めさせていただいた。 

皆さんが意見を非常に活発に出していただけていますので何とかやってこれた。森田

委員は新任だが、忌憚のない意見をどんどん言っていただければと思う。役に立つ会

議にしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

【課長】 

次第の（２）から、議長の方に進めていただきたいと思うのでよろしくお願いしたい。 

 

【議長】 

では、協議事項に入る。 

（２）第２２期のスケジュール案ということで、資料が配られている。これについて、

説明をお願いしたい。 

 

【係長】 

説明を行う。まず、前期から。 

９月については４ブロックの研修会、事例発表の内容の検討をしていきたいと考えて

いる。また、１０月については２か月にわたって事例発表の内容の検討をしていきた

いと思っている。１１月では、第４ブロックの研修会。また、青少年健全育成大会が

行われる。１２月の２日は都市社連協の交流大会となっていて、立川市で行われる。 

右側に各所管評価シート依頼ということで、各所管に投げた後、３月までに回収とい

う形になっている。１月は成人式。２月は成人式の反省、３月は補助金の審議、４月

は２９年度の決算報告の審議。４月５月６月は生涯学習計画の進捗状況調査の件でロ

ーリング、検証。７月は白州山の家の青少対キャンプの視察となっている。 

次に、後期ですが、８月は生涯学習計画の検証ということで、１年間かけてやって行

く。あくまで予定となっている。９、１０月は４ブロックについて、１１月は生涯学

習計画という形で、１２月は交流大会。３１年になりまして１月は成人式、２月は生

涯学習計画の評価、検証。ここまでが検証期間。その後、３，４月で補助金の審議が
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入って５月が第２次生涯学習計画の検討ということで進んでいく。１番下に 

生涯学習計画のスケジュールを載せさせていただいている。以上。 

 

【議長】 

ありがとうございました。２年間のスケジュール案が出たということで、これがある

と委員会としての大体の進み方の予想がつく。９、１０月に評価シートの様式につい

てというのが入っていないが、今日、前回までの会議でまとめたものを提示する。２1

期からの申し送りで、この様式で良いのかということを、再度きちんと精査するよう

にとあったが、本日は１０人中 7 人しかいない。ここでは、１０人そろって検討して

いくというのが今までのやり方なので、今回は提示しておくということになるかと思

うので、そこのところはご了承お願いしたい。 

スケジュール案のところで何か質問はあるか。第４ブロック研修会というところに関

しては、先日の理事会にいってきたので渡辺さんに後で説明していただく。 

スケジュール案はこれで良いか。変更の際はその都度報告しながらやって行きたいと

思う。 

では、（３）生涯学習計画の評価シートの様式についてに入ります。 

前回、活発なご意見があって、６案の修正をつくった。前回の６案の目指すべき方向

性を実現するために行った施策、事業、取組の下に、成果、課題があったが、これが

縦に並べられて書いてあった。これを横並びにしてみた。ご意見をいただきたいと思

う。 

２点目は個別評価①②③の欄がどこに来るのかということ。 

１つ目の成果課題の形式の変更については、いかがか。 

 

【委員 A】 

比較しやすいと思う。 

 

【議長】 

前は成果が横書きであって、数行飛んで課題があったが、左右に並べた方が読みやす

いのではないかということで横並びにした。それと、「成果、課題等」という行はとっ

て、そこに成果、課題という項目をいれたほうがいいのではないか。 

 

【委員 A】 

その方が分かりやすいと思う。個別評価というところで線を引けば空いたところに個

別評価と書けるのではないかと思う。 

 

【課長】 

まず単純に、ここには成果と課題があって、評価を出していく。最終的に今後の方向

性と評価を出していくというのがまず一つ。それと、教育委員会の方でも、評価のた

めにやっているわけではないでしょうと、あなたたちは成果、課題がメインではない

のかという話があった。だからここのところも勘違いしないようにしなければいけな

いのではないかなと思った。 

 

【議長】 

それは、この様式を説明する人の説明の仕方だと思う。前回も出たのは、評価するた

めの成果、課題ではなくて、こういう目標があって、事業をやった、結果としてこう

いう成果課題が出たということで評価をしていくということだ。皆さんはいかがか。 
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【委員 B】 

成果は課題だと思う。課題の無い成果というのもないと思うので、バランスよく考え

て評価の目的であるということもあるので、確認してほしいかなと思う。 

 

【委員 C】 

目指すべき方向性に照らし合わせてという文言がある。課題というものはまた新たに

出てくるものであるとも思うので、個別評価というのは、方向性を実現するために取

り組んだとして、課題も新たに現状が変わっているので出てくるとは思うけれども、

評価は取り組んだことの評価ができていればいいのかなという風にも思うので、課題

のところから、今後の取り組みの方向性が出てくると思う。書くときに所管には目指

すべき方向性に照らし合わせた取り組みを重視して評価してくださいということだと

思う。 

 

【議長】 

まったくその通りだと思う。最初のものから A の文言を取り換えたのはそういう意味

も入っていたと思う。では、成果課題というところの個別評価の様式というのはこれ

で良いか。 

 

【委員 D】 

前回の話をあまり聞けなかったが、個別評価で C がついた箇所については、なぜ C に

なってしまったのかということを検証して、書くということで皆さんと合意できれば

いいのかなと思う。 

 

【議長】 

C だとすれば課題の欄になぜできなかったのかということを記入してもらう。こうい

う点で、積み残しが多かったとか。人数は設定目標がないので、主観でしかないので

注意しながら評価してほしいというのがある。 

 

【委員 B】 

評価というのは成績ではなくて、状態を表すものだと思う。A だとしたら、終わりで、

新たな課題を設定することもあるだろうし、C であっても、地域のニーズに合ってな

くて実施できなかったということもあるので、もう一度検討してということもあると

思う。A が１番いいというわけではない。 

 

【議長】 

むしろ C の評価なら次回への考え方につながってくると思う。これをこういう考え方

で記入してほしいという説明が一番大事だと思うのでよろしくお願いしたい。 

 

【課長】 

計画の中で当初作った時に、所管にはあくまで目指すべき方向性のほうから出すのか、

課題はクリアしたのかというところはどうするか。 

 

【議長】 

この課題を解決するためにこの方向性でやってみますというものなので、目指すべき

方向性のところから評価を出す。成果課題の１列はなくして、枠を大きくとる。形式
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としてはこれでよろしいか。 

 

【委員】 

良い。 

 

【議長】 

総合評価のところは、問題なかったと思う。これをいただいた時点で４月から評価検

証していただくということになる。 

もう一度来月きちんとかけたいと思う。 

（４）青少対白州キャンプ視察結果についてというところで渡辺さんお願いします。 

 

【主事】 

青少年対策地区委員会白州キャンプ視察結果というところで、さる７月２７日に６名

の委員と別行程で１名の委員が視察に行った。参加された委員の方から意見や感想を

うかがいたい。 

 

【委員 A】 

お疲れ様でした。特にメモもしていなかったが、子どもたちがすごく楽しそうにやっ

ていた。感じたことはやはり東村山では体験できないことを自然の中で体験させてあ

げることはすばらしいなと思った。ただその裏にはお世話をする方々は本当に大変だ

なと思った。地区によって温度差があって、リーダーが整っている地区もあれば、少

ない地区もある。１地区はリーダーの方が少ないにもかかわらず、中学生がたくさん

参加していてお兄さん、お姉さんの役割を担っていただいていた。大変だなと思った。

７地区あるので参加している地区は違うけれども、子どもたちにとっては同じ思いを

もって参加している。そんな子たちの思いも考えながらやって行かなければいけない

のかなと思った。各地区は特徴を生かしながらキャンプを行っていると思うが、さら

に各地区で情報交換をしながら進めていっていただければいいのかなと思った。７地

区で流しそうめんをやっていたが、準備している方が３人くらいしかいなかった。本

当に大変だなと思った。 

 

【委員 D】 

いろいろありがとうございました。本当にお疲れ様でした。１泊２日というのは本当

に時間がないなと思った。しかし、その中でも、子どもたちが何かをもって帰ってき

てくれればいいなと思った。参加している方の生の声を聴いて、事業に活かしていけ

ればいいのかなと思った。管理人のかたは、もっとこの場所を宣伝した方がいいので

はないかとおっしゃっていた。 

 

【委員 E】 

１地区は毎年大体の行程が決まっていて、武川でマスつかみをして、その後簡単なバ

ーベキューをするということになっている。年によって多少の違いがあるが。そこか

ら川を渡って山の家に行くというのが１日目。２日目は山の家から川を渡って武川で

遊ぶ。その後はシャトレーゼ工場に行って、アイスクリームを食べて帰るというのが

定番になっている。違うことをやる案もでるが、川で遊ぶ機会はなかなかないので、

このような行程になる。子どもたちは歩くのを苦にしていない。子どもたちにとって

も良いことなのではないのかなと思う。ここ２年間は中学生の参加はないが、それぞ

れの班にヤングリーダーがつき、そこに学校の先生にお手伝いいただき、助かってい
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る。中学生の参加がもう少し欲しい。６年生の時の感想で来年も行きますというもの

が多いが、中学生になると、部活も始まり、忙しくなってしまうのかなと思う。また、

中学３年生の時にヤングリーダーに参加していた現在高校２年生が一番多いがまたや

ってくれるという話を聞くと、学校の友達とはまた違った場なのかなと思った。その

辺が広がって行けばいいのかなとも思う。 

 

【議長】 

私も視察に行った。７地区の委員長からもいろいろなことを聞かせていただき参考に

なった。子どもたちが滝に飛び込んでいるときの顔は東村山では見ることができない

なと思う。嬉しそうに楽しんでいた。 

怪我なくできるということは引率の大人がどれほどの神経を使っているかがわかる。

５地区のことを言うと、今年のテーマは、体験して、チャレンジして夏を乗り越えよ

うというものでリーダーが企画する。５地区には東京都のキャンプディレクターがい

るので、かなり高度なことも行う。今年は木を切ってバーナーで焼いて名前を書いて

木札をつくった。それから夜の竈の火も原始的な「火おこし道具」で火をおこすとこ

ろから行った。こういうことも、白州の大自然だからできることなのかなと思った。。 

課題もある。引率者が毎年同じ人だけという状況で、先生方に頼りがちになってしま

っている。地区キャンプに行ってくださる先生たちが、休暇できているのか出勤日扱

いになっているのか知りたい。 

 

【課長】 

前に指導室にいた時も社会教育に話をしたことがあったが、先生が出張という形にな

ると、バス代、食事代というものの計算が必要になってくる。だから出張扱いという

のは難しい。ゆえに休暇で行くということになると思う。 

 

【議長】 

気の毒な気持ちになっている。その辺の扱いを何か考えていただけると、地区として

も進めやすいのかなと思う。 

 

【委員 C】 

私が現役の頃は職免で出した気がする。休暇ではいかないと思う。ただ、今年度は夏

休みが１週間もずれているところもある。学校があるのにキャンプがあるというのは

どうなのかなと思う。 

 

【議長】 

それで今回、５地区は日程をずらした。それと私たちにとって良かったなと思うのは

市バスを出していただいたことだ。市バスに乗って、皆さん添乗員で行っていただい

た。その辺の感想を聞きたい。 

 

【課長】 

まず、市バスを出したのは青少対の委員長の方から、やはり、バスのお金がかかりす

ぎるということで、市バスの都合はつかないかという依頼があった。市長に話したと

ころ、仕方がないだろうということで、今回は特別に新規で市バスがついたというの

が現状。本来ならば、新規で市バスはつかない。社会教育課としては、職員１名ずつ

添乗という形で行ってもらったが、実際課長とすると、時間外が多くなってしまうと

いうことがあげられる。というのも、社会教育課というのは市役所全体の残業が多い
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部署の１０位には入っているからだ。行かなくてはいけないが、時間外も減らさなけ

ればいけないとも思う。しかし、来年もこのまま続くのかなといった感じはする。私

たちにしてみれば時間外は仕方ないのかなと思う。それでは感想をどうぞ。 

 

【主事】 

今回、初めて市バスの添乗ということで行かせていただいた。社会教育委員との随行

でいけない場所やあまり見ないような場面、例えば地区の苦労しているところを市バ

スの添乗をする中でも手伝ったりして、普段の白州キャンプでは体験できないことを

経験できてすごく勉強になりました。ありがとうございました。 

 

【係長】 

私も６地区の方で添乗した。私も普段なかなか地区のキャンプに参加する機会という

のがないので、非常に勉強になった。参加してくださっている地区の方々の細やかな

心配りを感じた。皆様子どものためを思って、やっていただいているので、子どもた

ちは幸せだなと思った。 

 

【議長】 

最後に、女性陣で話したのだが、社会教育委員でというのではなくてもよいのですが、

４月から山の家が開く前に、準備で社会教育課が行く時、私たち女性陣を有志で連れ

て行ってくれれば、台所の掃除とかいろいろなことができると思う。 

 

【委員 E】 

それはいいことだと思う。青少対の委員は社会教育委員の皆さんが見に来るだけとい

う印象があるようで、そういうことを行く前にやるのは意義がある。 

 

【議長】 

青少対にどう思われるというよりも、実際に視察に行って現場を見て感じたからしよ

うと思った。結果的に利用者にきれいだねと思われればいいと思う。 

 

【委員 F】 

青少年委員会でも６月にキャンプがあるのでできるところをやっているが、手が足ら

ないところがあるので、きれいにして始めた方が良いと思う。 

 

【議長】 

青少年委員会と我々の目的は少し違うが、事前にお手伝いできればいいのかなと思う。 

 

３．報告事項（事務局） 

 

（１）第２回東京都市町村社会教育委員連絡協議会第１回理事会 

平成２７年７月２５日（火） 

吉満議長、事務局で参加 

渡辺より説明した。 

 

４．副議長あいさつ  
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５．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 


