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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１０回） 

開 催 日 時 平成３０年５月２４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・片岡 了委員 

・福島 真理委員・伊藤二葉委員 

・森田 明美委員・杉本みさ子委員 

・桑名 淳委員・上田 幸夫委員 

 

平島  亨 社会教育課長 

齋藤 雅彦 社会教育課生涯学習係長 

加治 駿  社会教育課 主事 

  

 

 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 

1．開会 

 

（１）あいさつ（議長、課長） 

 

 

２．協議事項 

 

（１）第２２期社会教育委員会議スケジュール修正案について 

 

（２）生涯学習計画の評価検証（第４章基本目標１） 

 

 

３．報告事項 

 

（１）東京都市町村連絡協議会 第１回理事会 

 

（２）平成３０年度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」 

 

 

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・加治 

電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線３５１３） 

ファックス番号 ０４２－３９７－５４３１ 
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会  議  経  過 

１． 開会 

 

【課長】 

こんばんは、２２期、第１０回の会議を開催します。 

みなさん、お忙しい中ご苦労様です。 

 

【議長】 

こんばんは、先日、新潟の方で大変痛ましい事件がありました。他人ごとではありま

せん。当市においても、ますます学校と地域との連携の元、地域の見守りが重要とな

っていくと思いました。ご協力よろしくお願いします。 

 

【課長】 

それでは、協議事項に入ります。ここからは議長よろしくお願いします。 

 

【議長】 

（１）第２２期社会教育委員会議スケジュール案について 

 

今後のスケジュール案の説明を係長からお願いします。 

 

【係長】 

第２２期社会教育委員会議のスケジュール案についてご説明します。 

こちらにつきましては２２期当初に配布いたしましたが、議長と相談をした結果、こ

のような形となりました。 

第２２期の委員の皆様には、平成３１年７月末までに各所管より提出された評価をま

とめていただき、平成３１年８月より、第２３期の委員の皆様に第２次生涯学習計画

の策定に向け検討をしていただきたいと思います。 

本日５月２４日につきましては、生涯学習計画評価検証の第４章基本目標１（３４ペ

ージ～４０ページ）を次回の６月２１日と二回で皆さんの様々な意見をいただき、８

月でまとめていきたいと考えています。７月につきましては空欄となっていますが、

どういう形にしていくかを皆さんと協議していきたいと思います。 

８月２日につきましては、白州山の家青少対キャンプ視察となっています。 

９月～１１月につきましては、基本目標２(４２ページ～５６ページ)を三回に分けて協

議していただき、１２月まとめ。 

１０月６日ですが、４ブロック研修会が東久留米市の方でございますので、後程説明

をさせてもらいます。また、１１月は健全育成大会もありますので、お手伝いもご協

力をお願いします。１２月につきましては都市社連協の交流会があります。 

年明けの１月１４日は成人式で、色々とお手伝いをしてもらう形となります。 

２月につきまして、基本目標３(５８ページ～６８ページ)、３月にまとめ。 

４月になりまして、基本目標４(６６ページ～６８ページ)を一回で。また、補助金の審

議や定期総会もあります。 

５月、６月で全体のまとめとなって頂ければ良いと思います。平成３１年の７月まで

に(３４ページ～６８ページ)を完成させてもらえればと思います。 

 

【議長】 
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ありがとうございました。従来７月に山の家を視察していましたが、今回は８月とい

うことで７月が空いてしまいます。定例会を７月にするのがいいのか。また１０月の

ブロック研修会があるときも会議は休みにしていました、いかがしましょうか。 

 

【Ａ委員】 

今までの定例会はキャンプに置き換えていたのでしょうか。 

 

【議長】 

そうです。 

 

【Ａ委員】 

基本的には月１ですか。 

 

【議長】 

その通りです。 

 

【Ａ委員】 

８月にはキャンプがあり、月末に会議だと二回になってしまうので、会議は７月に持

ってきた方が良いと思います。 

 

【議長】 

皆さんうなづいておられるようなので、８月３０日予定を入れていましたが、基本目

標１のまとめを７月に持っていきます。７月の会議日程は後程決めていきます。 

１０月の予定を一個にしますか。昨年のブロック研修も参加人数が少なかったので、

ここの予定を空けてもらってほしいです。後ろに一個ずつ押す形になりますが、１０

月の定例会を無しにしますか。 

 

【Ａ委員】 

今までの扱いはどうしていましたか。 

 

【議長】 

やっていません。ただ、今日から始める生涯学習計画の進捗状況評価検証の進み具合

がわかりませんので、今日の結果を踏まえて１０月については再度検討したいと思い

ますが、それでよろしいでしょうか。 

 

（全委員承認） 

 

【議長】 

(2)生涯学習計画の進捗状況評価検証（第４章基本目標１)について 

 

生涯学習計画の評価・検証を今日から始めていきます。 

基本目標の１からご意見をいただきます。 

お手元に２８年度の見直しをしたものに各所管からの解答が載っている冊子も配布し

てあります。評価の入っているものは、今日配布されたものが一番新しいものです。

資料が多くでややこしいですが、第二次の作成に参考になるような意見が出てくれば

と思います。 
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時間は８時３０分まで、残りの３０分は他のことにあてるようにします。 

それでは始めていきます。 

皆さんが読み込んだ内容の意見をいただき、意見がないなら感想もいただきたい。 

１ページずつ進めていきます。３４ページ、前回は意見は出ていません。家庭教育支

援の充実で成果があって、課題があります。 

B 委員何か意見ありますか。 

 

【B 委員】 

前回と比較しているが、２番の「なないろポケット」は調べてみましたが、充実してい

る印象。また、色んな情報誌が発行されている。それがどこまで保護者が活用してい

るかが不明です。いきいきの一階にある施設の活用状況がわかるといいです。子ども

総務課はよくできています。 

 

【C 委員】 

前回の見直しと比べると、具体的な記載が多く含まれています。 

 

【D 委員】 

前回も言いましたが、子ども総務課に関わる内容についてまとめたほうが分かりやす

いと考えます。３４ページの書いている内容を評価するだけではそうですかとしか言

いようがないです。 

 

【議長】 

小項目は２つしかないです。３は図書館になっています。同じ総務課でも違う項目に

なっていますので、家庭教育の充実と次の乳児・幼児の生活習慣の向上で成果と課題

があります。 

 

【D 委員】 

家庭教育支援の充実は比較的乳児・幼児の生活習慣の向上に絡んだ内容となっていま

すが、これはいいですか。家庭教育の支援は全体としてどのように関わっているかの

見取り図が分からないです。 

ここでいう子ども総務課の仕事は乳児・幼児の健康増進に絡んだ内容となりますが、

それでいいですか。もっと中高などの全般に触れていません。 

 

【B 委員】 

子ども総務課の内容で家庭教育の支援と乳児・幼児の生活習慣の向上と同じ内容とな

っています。中身的には課題などは異なっています。 

 

【E 委員】 

その事柄のみに関わるだけでなく、別の事柄にも関わるのでこのような書き方になっ

てしまうと思います。 

 

【D 委員】 

本来の家庭教育の充実の内容は乳児・幼児の生活習慣の向上を超えて、色んな観点か

ら見ていかないと、乳児・幼児のみで大丈夫でしょうか。 

目標１の方が大きな枠で其の中に家庭教育支援と乳幼児の生活習慣が含まれている

か。 
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【B 委員】 

今回の内容を活かして、次回の二次をつくるときに一つの課が行っていることを作れ

ば良いでしょうか。今回は私たちが作成した小目標を見ていくしかないと思います。

確かに被っている部分はありますが、基本的な家庭教育の支援で生活習慣として作っ

ているので、そこで見ていく必要があるのではないでしょうか。今後に向けて、二次

では大きな枠としてくっつけることができるのではないのかと思います。 

 

【D 委員】 

１の１，２，１と２とあったほうが分かりやすいですか。 

 

【議長】 

分かりやすいので、今後はそういうのをまとめて二次に活かしていこうと考えます。

一次は５，６年前で項目ごとに作って何とか完成させたので、今見直していくと、変

だと思う部分は確かにあります。そのような意見を出して次につなげていきます。 

 

【B 委員】 

多分子ども総務課も成果と課題を書いていくうちに、被っていると思っているので、

今後はまとめて書いた方がいいと思います。 

 

【D 委員】 

図書館などは家庭教育の支援の充実となると同じになってしまうので、小項目に本の

読み聞かせやおすすめパックの話など図書館に絡んだ内容の方が小項目施策にあった

方が良いと考えます。 

 

【議長】 

小項目施策の分け方を考えて作るという貴重な意見をいただきました。 

とりあえず、ページごとに進めていいですか。 

 

【F 委員】 

成果と課題は充実している形になっていますが、課題１で横断的な連携を構築し、子

育て支援の一層の充実をしていくとありますが、一層とは具体的な内容が不明です。

かなりやられている印象はありますが、この一層を明確にして、これを行っていけば、

全体評価が A になると思います。何をするかが分からないです。 

 

【議長】 

これは評価表に書いてあるものなので、一層の充実とはなにかを次の計画に入れると

分かりやすくなるということですね。 

 

【A 委員】 

表現の仕方ですよね。文章に残るわけですよ。成果というのは事業を行ってきて、実

際こうなったと。例えば今までに相談機能がなかったが、ボタン付きのものをつくる

ことによって、１０人１５人増えたというのが成果だと。一つ一つ見ていくことでさ

らなるものが見えてきます。課題が見えてきます。そういう表現をしていかないと課

題になりません。思うだけでは課題になりません。構築していくことが課題となって

いくほうが分かりやすいです。文章では成果と課題の書き方を工夫してほしいです。 
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【議長】 

協議内容が他のページにも関連してくる意見だと思います。 

では、１ページは終了でよろしいでしょうか。最後にまとめがありますので。 

 

（全委員承認） 

 

【議長】 

３４ページの図書館の家庭教育の充実の④にいきたいと思います。 

 

【D 委員】 

これは図書館の人が行っていることですか。 

 

図書館に関わるボランティア団体ではないのですか。 

 

【議長】 

図書館が書いていますが、図書館の方向性を充実させるためにボランティアの方々が

やってくれています。図書館はそれを支援していく形です。講演会などは図書館など

が行っています。読み聞かせボランティアは図書館の所属になっているので、要請が

来たら、図書館が人を派遣する事業となっています。 

 

【F 委員】 

横断的に連携することは健診などの時にやると事業拡大につながると思います。横断

的なという関連で絵本を読むのがここと限定的になっているので、出かけていかない

保護者には健診場所などで行うと良いと思いました。 

 

【議長】 

事業の幅をもう少し拡大してほしいという、参加できない子どもにも行っていく活動

も必要だという意見になりますね。 

 

では、３５ページにいきます。乳児・幼児の生活習慣の向上で、目指す方向性は３つあ

ります。すべて子ども総務課が担当になります。 

 

【B 委員】 

社会的に孤立している親という表現は前回の会議でも問題視して、次回は検討してほ

しいという意見を出しましたが。 

 

他の市では双子などの言葉で書いてありました。一人の子どもより育てることが難し

く、今回の内容に含まれているかと考えます。社会的に孤立した親という表現はやめ

てほしいと考えます。 

 

【D 委員】 

不思議な感じですよね。こういう文章が公文書にでているのですか。 

この文章は全市民の方が見ることができますか。前回もこう書いてありましたか。 

 

【課長】 

この内容はどこにも出ていません。前回の内容は出ています。この資料は内部しかあ
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りません。 

 

 

【D 委員】 

社会的に孤立しやすい親（多胎児や低体重児）という公式の文章はでていますか。 

 

【議長】 

前回の資料には出ています。③に社会的に孤立している親への対応が求められていま

す、親の実態把握を行い、支援や対応策を考えていきます。と書いてあります。 

 

【D 委員】 

社会的に孤立しやすい親というのはわかりますが、特定をしているのがダメなのでは

ないかと思います。 

 

【議長】 

ここの③は再考を要するということです。表現も工夫しなければならないし、載せる

ならもっと違った形にしなければなりません。ここは毎回問題視してきたところです。 

 

【E 委員】 

何年度は１８人が参加、何年度は４６人が参加とありますが、総数が分からないので、

多いのか少ないのか不明です。隣の課題で支援者の育成で人材確保とありますが、プ

ロを確保するのか、役所の人間なのかが分かりません。 

 

【H 委員】 

社会的に孤立しやすい親をかっこ付けしていることを伝えますか。 

 

【議長】 

特定の表現があることが引っかかります。 

 

【H 委員】 

２８年度見直しの所管からの答えを誰もが可能性があるという表現から変わっている

ので、前回よりは改善されていると思います。表現を載せないと言えば、対応はして

くれると思います。書いた人が違うと分かりませんが。 

 

【I 委員】 

２７年度の低体重児の対象はだれなのか、２９・３０年度はどうしていくのか、同じ

ことを行っていくのかということが気になります。今後は人材確保できめ細かい支援

を行っていくようですが、B 評価なのである程度成果が出ているということでしょう

か。さくらんぼの会」と連携をして、更に対象を増やしていくのか、もう一度継続をし

ていくのかなどの多胎児の対象を呼びかけているかが気になります。 

 

【B 委員】 

さくらんぼの会に参加した人の声を聞いて、それをどのように反映しているかで課題

につながる。そこはしっかりとやっているのかと思います。 

 

生活習慣の向上という目標があるので、その対象となるところに重点を置いているわ
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けですよね。様々な対象に対してどうしていくのかを考える必要があります。 

 

【H 委員】 

年度ごとに低体重児や多胎児など対象を変えているのは、場当たり的な対応をしてい

ると考えます。本当はニーズに応える必要があるが、理由が書いてないのは訳がある

のかもしれません。きめ細かい対応と課題に書いてあるが、今後の取り組みにその内

容が書かれていません。人材育成のことも書かれていません。 

 

【D 委員】 

つっこみが多いものをどうされますか。 

 

【議長】 

ここで協議している内容をまとめて冊子にして、次をつくるときに各所管に伝えてい

きます。 

 

【D 委員】 

記録を取られていますが、担当の各所管に伝えますか。 

 

【議長】 

一回一回の会議内容をその都度各所管に伝えることはありません。今やっているのは、

２３期の人が新しく作っていくために、課題を出さないと同じ課題が出てしまうので、

何が課題なのかを議論しています。 

 

【D 委員】 

プロセスの間に各所管に伝えますか。伝えないと変わらないから伝えるはずではあり

ませんか。 

 

【課長】 

今の段階では、この評価について皆さんに意見を出してもらい、今度はまとめとして

大きな項目として成果と課題を社会教育委員として出してほしいです。まとめは項目

ごとに成果や課題を出してもらうことになります。 

 

【D 委員】 

そうなると文言にこだわる必要はなくないですか。重要なところを出していくことが

いいじゃないですか。 

 

【課長】 

文言も訂正して各所管に返します。 

 

【D 委員】 

我々の内容はペーパーになりますが、この形が他に出てきますか。 

 

【課長】 

他には出ません。ペーパーにはすべては入れられません。今回配布した資料のメモ欄

のところに入ってきます。入れても匿名で出します。 
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【A 委員】 

社会教育委員の意見に対する所管の答えのように、今回の意見を伝えるようにすれば、

今後の冊子の製作に活かしていけます。 

 

【議長】 

メモ欄に意見を載せていくが、出していただいた意見の一言一句の内容までは載せら

れません。かなり短くなります。 

 

【A 委員】 

社会教育委員の意見の内容をどの段階で書き込むことになりますか。 

 

【議長】 

基本目標１(６ページ分)が終わったら、メモ欄に書き込み、内容を皆さんに検討してい

ただきます。すべてが終わったら各所管に返していきます。それと同時に成果と課題

のまとめを出すことで二次につなげていきます。 

 

もう１ページ進んで指導室となります。指導室は細かく出されています。 

 

【B 委員】 

基礎学力の部分でドリルなどを作成しているとあるが、活用されていますか。 

 

【I 委員】 

活用しています。うちの学校では、算数・国語ドリルを朝のモジュールの時間を朝の

授業として１５分行っています。１０時間分の時間を算数に行っています。通常の授

業を扱っていくと、上乗せしてしまうので、活用するために朝の時間に活用していま

す。 

 

【B 委員】 

それは１５校やっていますか。 

 

【I 委員】 

朝学習として使っているのは３分の１で、他は通常の授業で扱っています。最初か最

後の時間に使っているので、活用はされています。 

 

【B 委員】 

国語のドリルはどういうものですか。 

【I 委員】 

読み書きが中心となっています。 

 

【B 委員】 

コミュニティースクールで暗唱シートを作成し、１～６年生までのチャレンジコース

などの百人一首が入っています。記憶力の良い小学校の時代にやっていたことを思い

出して、ドリルのみでなく、良い詩吟など良い文章に出会うことは良いと思います。 

 

【I 委員】 

詩吟の内容を写すことはやっています。バラエティーに富んだ内容となっています。 
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【A 委員】 

指導室が頑張って各学校に教材を提供していますね。しっかりと活動しています。 

 

【I 委員】 

指導室は項目が基礎学力の向上となっています。どういう施策をして、検証して、課

題が何かがすっきりしています。他はずれてしまっています。このような形を他の課

にもやってほしい。どこにポイントを絞るかの必要があります。そうしないと、同じ

協議したり、話す内容が分からなくなってしまいます。 

 

【D 委員】 

指導室の学校教育内容が生涯学習に入るかが分かりません。指導室は学校関連なので、

やって当然の話です。しかし、他の所管がやると難しくなってくる。基礎学力の向上

に地域のコーディネーターが関わるなどしたら、生涯学習が絡むのは分かります。普

通の学力向上を生涯学習で話す必要があるのですか。 

 

【課長】 

そのような内容を第二次に直してほしいです。 

 

【I 委員】 

今後の東村山市はコミュニティースクールに変わっていき、地域の人々が関わってい

くことになる見込みです。 

 

【D 委員】 

そこに地域の内容のものを含めると良いのではないですか。今の東京の学校では歯を

きれいにしようという取り組みがある。そういうのが生活習慣の基本をつくるので、

切れ目のない指導があるので、生涯学習に含まれています。様々な年齢層に指導をし

ていく話ではないですか。 

 

【H 委員】 

どの教材に地域のものを入れていくかが必要になります。抽象的な書き取りや計算の

みでなく、地域の場面や文化財を活かしていく必要があります。着眼点を変えていく

ことで地域と学校教育との関わりが出てきます。 

 

【I 委員】 

学校で使っているドリルは国語や計算の基礎を身につけるためのものであり、１５分

程度で終わります。授業の最初か最後に使うか、朝の時間に活用します。 

 

【F 委員】 

社会教育とのつながりとして、総合的な学習の時間で癌教育や認知症のこともふれて

いるのですか。 

 

【I 委員】 

保健の分野でも行われていると思います。 

認知症サポーターを募集しています。子ども達も入っています。 
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【F 委員】 

基礎学力の向上に社会教育的な内容を教科ごとに入れていくのはどうですか。煙草の

ことなど体のことを基礎学力の向上に入れていくことは難しいでしょうか。 

 

【I 委員】 

基礎学力は本市小中学生が抱えている課題をやっていきます。この時期はしっかりと

した基礎学力を身につけさせていき、生きる力をつけるようにしていくことで、生涯

にわたって自分らしく生きてほしいという考えがあって行っていることだと思いま

す。どういうつながりがあるが明確になると良い。歯の学習の中では８０歳で１０本

になるということを小学生のころから学んでいくと、今自分がやるべきことを考える

ようになります。そういう意味だと生涯学習につながると思います。 

 

【E 委員】 

子育て支援課は歯の健康については行っています。そうなると他の課との連携が重要

になっていき、生涯学習につながっていく。ドリルを地域学習に絡めるなら、郷土か

るたなどの市のことを組み込んで、市のことが分かるようになればよいが、健康のこ

とだと、またもっと市が進まないと出来ないと思います。 

 

【D 委員】 

学校の先生に地域教材を活用した教材研究が必要と考えます。 

 

【I 委員】 

そういう研修は行っています。社会の先生は地域に出て、教材研究をするようなこと

はしています。 

 

【D 委員】 

歯の問題は家庭の格差が分かってしまいます。学校が本気で対応をしていこうとして

います。家庭教育の一環として行うなら分かります。どういう風に全体にチェックし

ていくかが不明です。基礎学力でもないし、生活習慣のことでもないし、どこかで言

及をしていく必要があると思います。 

 

【A 委員】 

項目自体も今後の冊子で考える必要があります。今の意見を基にして、各所管に返し

ていくが、この項目分けはどうやったのか。基礎学力が生涯学習につながらないとは

思いませんが、今後の分け方を考える必要があります。 

 

【議長】 

各所管から項目ごとに作ったものを事務局がまとめていき、それがここに出てきたも

のとなっています。こうして検討していく事で色々出てきていますが、これを踏まえ

て今後の作成に活かしていく必要があります。今日は最初で議論は活発となりました

が、なかなか進めませんでした。 

今日は指導室まで終了したこととします。 

 

3、報告事項 

 

【課長】 
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ありがとうございました。 

次に報告事項を齋藤係長から説明します。 

 

【係長】 

（１）の東京都市町村連絡協議会第１回理事会について 

 

平成３０年７月２４日(火) 武蔵野スイングホールスカイルーム１０階において理事

会が開催されます。事務局と吉満議長が参加してきます。 

 

（２）平成３０年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会第４ブロック研修会につい

て 

日時  １０月６日(土) １３時～ 

会場  東久留米市 柳泉園組合。 

(柳泉園組合は、清瀬市・西東京市・東久留米市で構成されている事務組合です) 

研修テーマ 「私たちが排出している家庭ごみについて」 

研修内容  施設の見学・説明と各市の社会教育委員会議の活動報告(５分) 

出席者  吉満議長、伊藤委員、福島委員、杉本委員、森田委員 

 

【課長】 

東京都市町村社会教育委員連絡協議会での活動報告につきましては、１市５分程度と

ありましたが、議長でよろしいでしょうか。何を報告するかは事務局と相談して内容

を決めていきます。よろしくお願いします。 

 

4、今後の日程 

 

第１１回は６月２１日(木) １９時～ 教育委員会室 

 

第１２回は７月１３日(金) １９時～ 教育委員会室 

 

（全委員承認） 

 

 

閉会のあいさつ お疲れ様でした。だんだん重い内容になってきました。

いずれにしろ、２次に向けた作業になりますので、よろ

しくお願いします。振り返ってみますと、成果と課題が

すぐに出るところとなかなか出ないところがあること

が分かりました。社会教育委員の意見を各所管に受け止

めてもらって、良いものができると良いと思いますの

で、よろしくお願いします。 

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 


