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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１１回） 

開 催 日 時 平成３０年６月２１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・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 

・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 

  

 

 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）あいさつ（議長、課長） 

 

 

２．協議事項 

 

（１）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）白州キャンプ視察について 

 

（２）社会教育法改正について 

 

（３）青少年健全育成について 

 

 

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 

 

【係長】 

皆さま、定刻になりましたので第２２期東村山市社会教育委員会議第１１回を開催し

ていきます。課長は別の会議に出席をしていますので、終わり次第こちらの方に向か

います。 

 

【議長】 

こんばんは、お疲れ様です。今日もよろしくお願いします。 

前回、生涯学習計画の評価検証ということでご意見をいただきました。各所管がこの

計画を実施に向けて努力をして、中間報告になりますが、記録されたものが挙がって

います。私たち社会教育委員はその内容をよく読んで計画がさらに充実していくよう

なヒントを意見として出して、各所管が将来に向けてやる気を出してくれるようなバ

ックアップをしていくことだと思います。そこで各計画書の範囲内で評価できる部分

や少し弱い点や二次に向けてこの部分を検討した方が良いという点などを出していき

たいと思っています。 

それでは協議の方に入ります。３６ページ④から進めていきます。 

 

【Ｂ委員】 

秋津図書館を見学したときに学びのスペースがしっかりとありましたので、中学生な

どの利用もしやすいので、施設面も良いと思います。学校と図書館とふるさと歴史館

との連携のありかたが難しいと思いますが、そこの部分をどうするかと思いました。 

 

【Ｅ委員】 

目指すべき方向性を実現していくために行った取組の中で本を使った調べ学習を実施

しましたとありますが、図書館の本を使って調べ学習をしているのか、学校の本を利

用しているかが分かりません。 

 

【Ａ委員】 

委員が指摘した項目は図書館の方で学校図書室に本の提供を行ったりして、学校図書

館で読み聞かせや学校図書を使って調べ学習を行ったりするというニュアンスにも取

れますよね。学校図書館の環境整備に関して図書館が積極的に働きかけをして、その

上で読み聞かせや調べ学習をしていると読みとれますね。 

 

【Ｅ委員】 

どっちにもとれるので、確認をしてください。 

 

【係長】 

分かりました、次の会議までに確認するようにします。 

 

【議長】 

よろしいでしょうか。前回も出ましたが表現をしっかりとすることが全体的に足りな

いと思います。読み手によっていくつにも受け取れる表現はさけてほしいです。 
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つぎに進みます、３７ページの①～③です。 

 

【Ｂ委員】 

どんどん進化が早すぎて、各学校もしっかりとした計画で対応していると思います。

中学校の生徒会サミットでも報告がありましたが、色んなＩＣＴ教育の推進に指導室

が関わって来ていると思います。 

 

【Ｃ委員】 

私たちの頃は「ファミリーツール」を活用して、色々な最新情報をとるように指導さ

れていましたが、「ＳＮＳ東京」とかどんどん新しく置き換わっています。それがきち

んと記載をされているのはいいことだと思います。こういうのは昔書いたものをその

まま載せていることがありますが、新しいことに取り組んでいると分かりました。 

 

【Ａ委員】 

今言われたことは課題をルールの見直しとか形式的に行う必要があるとか日々変わっ

ていることに対して定期的に見直していることが伺えると思います。 

 

【議長】 

前回もそうでしたが、指導室は非常に分かりやすく書かれているのでありがたいです。 

 

次３８ページの①②です。 

 

【Ｂ委員】 

特別支援教育で２７年度からスクールソーシャルワーカーを配置し、青少年問題で学

校に行っているようですが、成果はどうなっていますか。 

 

【係長】 

ここの部分も確認をします。 

 

【D 委員】 

25 年ですが、放課後の事業はふれていませんが、どうなっていますか。 

今は支援の必要な子どもたちのニーズに応える話ですよね。特別支援に通う子どもの

ことです。それがどこにありますか。３８ページの論点についてお伺いしています。 

 

【議長】 

D 委員がおっしゃっているのは①のことですか。 

特別支援のことですか。 

 

【D 委員】 

はい、目標とすべき方向性で書かれていないので。 

 

【議長】 

それを計画書に反映するには、多少遅れますが、二次の計画に載せるように明記して

おくということです。 

 

【Ａ委員】 
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所管は取り組んでいない事業に対しては成果を出すことが出来ません。やっているか

は分かりませんが、取り組んでいなかったと思います。私たちは、当時やってきたこ

との進捗状況がありますので、見させてもらっていることですね。今後の内容に関し

ては次の計画に所管ごとに決めますので、その時に議論をすればいいと思います。 

 

【Ｄ委員】 

成果と課題は目指すべき方向性を巡って書いていくということですね。 

 

【Ａ委員】 

成果が見えないのは、事業を実施した結果どうだったかを書きます。今回はそれが読

み取れないということです。「しました」、「はかりました」これは事業をやったという

ことですよね。そこを触れていないので、成果が読み取りにくいと思います。 

 

【Ｂ委員】 

私たちが意見を言って作ったものから特別支援のあり方はずいぶん変わっています。

だから成果として今までになかったスクールソーシャルワーカーが出てきているの

で、取り組んでいると思います。どんどん変化して新しいものを入れているので、作

った時点よりも変化はしています。 

 

【Ａ委員】 

所管がＡ評価をしているので、かなり行ったということです。今までにやらなかった

取り組みができたとありますので、改善できたことを成果と言いたいと思います。表

現の問題でやってきたと。事業に取り組むことで改善することが出来たと評価してい

ます。ただ改善したというより改善できたといったほうが気持ちは伝わります。 

 

【Ｈ委員】 

スクールソーシャルワーカーがどういう役割をしているかが共有されていないと思い

ます。深読みすると不登校の背景には家庭や貧困の問題があると思います。説明を聞

く限りではそう思います。不登校の背景にも多くありますので、スクールソーシャル

ワーカーが関わることもあると思います。カウンセラーが役割を担っていると思いま

す。教育委員会が代弁していることもあると思います。教育委員会が不登校をどのよ

うに捉えているかによってソーシャルワーカーに役割が変わってくると思います。 

 

【議長】 

この枠に入れるために所管自身は分かっているからこういう書き方になりますが、相

手に伝わる書き方にしてほしいと思います。スクールソーシャルワーカーを平成２７

年度に配置したというのを言いたかったと。結果、２９年度にはこういう適応指導教

室の基本強化の事業を実施しましたとありますので、このように段階的に進めたと言

いたかったと解釈します。 

次に行きます、３８ページの③です。 

 

【Ｂ委員】 

言語指導ボランティアは外国籍の子どもが入ってきたときに指導する場所に行きます

が、学校にいた方が言葉も覚えやすいし、そこに通うのに時間を割いていくと先生と

の交流しかありません。出来るだけ有償ボランティアでもいいので、学校の中に入り

込んで、特に国語の授業とかにアドバイスできるようにしたほうがいいと思います。
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派遣延べ数がありますが、どういうボランティアなのかを知りたいです。 

 

【議長】 

おそらく職業を持っている人が登録をして必要に応じて行っていると思います。 

 

【Ｂ委員】 

登録リストができたのですね。前はなかったのでだいぶ苦労していたというお話はあ

りました。最近できたのでしょうか。 

 

【係長】 

新しくできたものだと思います。 

 

【Ｂ委員】 

やっぱり言語が少し使えて通訳の役割がいないと大変だと思います。こういうのが出

来たというのは東村山も改善が出来たということですね。 

 

【Ｅ委員】 

目指すべき目標の中で当該児童・生徒の母国語でコミュニケーションのとれる言語指

導ボランティアと書いてありますね。 

 

【議長】 

ここは対象となる子どもも増えているのかもしれないし、そうするとボランティアも

沢山必要になります。色んな言葉があると思います。 

 

【Ａ委員】 

ボランティアを登録しただけでは成果ではないですね。それを活用してどうだったか

が成果になります。学校に行けなかった子どもが行けるようになったというのが成果

だと思います。今までのボランティアの数が少なかったけど、登録数が増えて、対応

するケースが増えたというのを書いてもらわないと伝わってきません。 

 

【Ｈ委員】 

そこまで把握する方法が確立されていないかもしれません。やったことは書いてあり

ますが、その内容をフィートバックしないと相手に通じたかが分かりません。フィー

トバックのやり方をしっかりとしないとなりません。 

 

【Ａ委員】 

学校現場との連携が大事になってきます。学校が一番把握しているので。来なかった

子が来るようになったというのを把握する必要があります。 

 

【Ｂ委員】 

人数のみでなく、その結果どうだったかがあると私たちは分かりやすいと思います。

それを伝えてください。 

 

【議長】 

今の問題はすべてのページに関連すると思います。こういうことを実施した、こうい

う対応をした結果、こういうものが出来ました、出来るようになったということです。 
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【Ｂ委員】 

実現するために行った事業等をそのまま書いているだけですね。その取り組んだ内容

からどうなったかを書いてほしいと思います。それが成果だと思います。 

 

【Ａ委員】 

所管では、ボランティア派遣もしますし、学校との連携を言っているので、仕事をや

っていく中でどうなのかなというのは感じていると思います。感じていると同時に常

に手を差し伸べあっているかもしれません。ここには書いていませんが。そのように

読みとれると思います。次の成果として期待していいんじゃないですか。課題として

書いてありますので。各所管との連携を深めながらということですので、具体的にど

のように行っていくのかが次に出てくると思います。 

 

【Ｈ委員】 

関係所管と連携を深めながら、保護者に対する取り組み等の定期的、継続的に情報の

周知を行い、定着化を図ることが課題となっていますが、そこまでは認識していない

と思います。それを乗り越える働きかけが必要になってくると思います。 

 

【Ｊ委員】 

前回の議事録を読むと、委員が今後の東村山市はコミュニティスクールに変わって、

地域が関わる教育を推進していくとありましたが、行政と地域が関わっていく必要が

あるが、それが結果としてゴールが見えているので、それはそうだと思います。 

 

【議長】 

コミュニティスクールのモデル実施が始まったばかりです。委員として地域から出て

いる人もいますので、かなり変化すると思います。 

 

【Ｊ委員】 

方向性が見えていることは良いことだと思います。 

 

【議長】 

先程から多々出ている意見は、こうしなさいということは言えませんので、伝えるべ

き意見としてまとめておいてください。 

 

３９ページに行きます。①から行っていきます。 

 

【Ｈ委員】 

ここでの目指すべき方向性で子どもにとって魅力的な居場所となるようにしていきま

すとありますが、今後の取り組みで同じことを言っています。もっと子どもが興味を

持つような斬新な表現といった、取り組みが必要なはずです。 

居場所ですから子どもが入りやすい施設にするとか本を読まなくてもいられるといっ

たものにするとか、あるいは話を聞かせるとか何か工夫を書いても良いかと思います。 

 

【Ｃ委員】 

夏休みに参加しやすい催しをしたと書いてありますが、具体的にどのようなことをし

たかがほしいです。結果として参加者から好評を得たと書いてありますが、どういう

ことをして好評を得たかを書いてもらえれば分かりやすいと思います。そうするとそ
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れ以上に子ども達の興味を惹くことが出来ると思います。 

 

【議長】 

ここでの捉え方は魅力的な図書館の居場所作りは課題のところのスペースの確保と言

った場所的なことになっていると思います。もっと図書館が魅力的で本をよむ形では

なくてもそこに行ってみようという取り組みが必要になります。 

 

【Ｈ委員】 

一般的に図書館は静かにしないといけないイメージがあります。しゃべってよい図書

館にするとか、走り回ってよい空間を作るとか、子どもを前提にした図書館のあり方

を議論する必要があると思います。 

 

【Ｄ委員】 

それが目指すべき方向性に入っていないと分かりにくいと思います。居場所になるよ

うにするとはありますが、何を居場所作りとするのかが明確にある必要があります。 

蔵書を充実されることが居場所作りとするべきかと思います。 

 

【Ｈ委員】 

様々な柔軟性が必要で子どもが本に親しみを持つための使い方や遊び方を入れること

もありだと思います。どうやって子どもに本の興味を持たせるかということで図書館

も困っているかもしれません。子どもが来てもらうように市民と一緒に考えた図書館

を作る議論する場を設けることも必要ではないでしょうか 

 

【Ｅ委員】 

中央図書館は、居場所としては本がきちっと並べてあって、こんな本があるとか図書

館はこんな風に本を埋めていくのかということに驚きました。子どもの優先席がいっ

ぱいありました。夕方になると年輩の方が本を読みに来て、席がいっぱいになるほど

ですが、優先席という札がありますと、そこに座っていいのか考えてしまいます。居

場所的に考えるのではなく、でも子どもの居場所として考えて優先席を作ったと思い

ますが、かえってそこが難しいかと思います。 

 

【Ａ委員】 

大人が考えるのではなく子ども自身の考えが大事になってきます。子どもを主役と考

えるとどうしたら、図書館に来てくれるか、考えるべきではないでしょうか。 

 

【Ｊ委員】 

今では蔵書を増やすという考えがなくなると思います。子どもが来ていないこともあ

りますが、大人も電車の中で電子書籍を使用するなど本を読むという習慣がなくなっ

ていると思います。今生まれた子どもたちは母親が子供番組を見ながら、絵本などを

スマホで行ってるので、昔の蔵書を見たいとかそういうのがあったんだねということ

になります。子どもにとって魅力が満載というのはＩＣＴなどの映像がたくさんある

とかネットで世界とつながるとかではイメージできますが、図書館というカテゴライ

ズがなくなると思います。その役割は国立図書館とかが担うことになると思います。 

 

【Ａ委員】 

図書館をつくってそこで飲食できたりすると人が集まってくる傾向があります。子ど
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もにとって良いかは分かりませんが。今のことも含めて考えていく必要があります。 

 

【議長】 

変わってきていると思います。すぐではありませんが、色んなところと複合した施設

案が出ています。現実として、二次をつくる時に、時代に即した形の方向に持ってい

けるように各所管が計画を立てればいいと思います。 

 

【Ｈ委員】 

本の独特なにおいで落ち着くようになります。そういうものがだんだん消えてしまう

かもしれません。読む機能性のみだと電子機能だけでいいと思いますが、質感とかが

大事なので、公共図書館には頑張ってほしいと思います。 

 

【Ｂ委員】 

図書館は勉強する場所と思っているので、静かにしないといけないとならないイメー

ジがあります。地区館の図書館に行くと中学生とかが黙って勉強しています。居場所

にもなりますが、魅力的な場所とは何かと思います。行く子は行きますが、行かない

子はいかないと思います。行かない子を引き込むことは難しいと思います。そういう

子は別の場所で自分に合っていることをしていると思います。なので、図書館が頑張

りすぎるのは大変だと思います。他の市では公民館と図書館を一緒にしたところもあ

りますが、公民館は音や声がありますので、一緒にするのはどうかと思います。 

 

【議長】 

次は同じく子どもの学校外活動の推進となります。 

 

【Ｂ委員】 

八国山の体験の時に中学生のボランティアがいきいきと説明をしていました。その子

はそこが好きで、こういう関わりはいいと思います。 

 

【Ｈ委員】 

若い人を活用することはいいですが、その人たちを集める工夫が必要だと思います。 

 

【議長】 

伝統文化的なことを大いに取り組んで、歴史館の取り組みに反映していると思います。 

 

次に進みます。３９ページになります。 

 

【Ｂ委員】 

ここは前も言いました。実現するための取り組みが求められているのではなくて、取

り組みや事業等なので、提供するという表現で良いと思います。全部で成果になって

いることが取り組んだことになっています。取組事業等が求められていますと言った

表現は変えたほうがいいと思います。 

 

【Ａ委員】 

この文章では成果は伝わってきません。生きる力を身に着けられるようにとあります

ので、事業を行った結果でこのような成果があったという書き方が必要になります。

生きる力を身につけることが目的だと思います。そのために事業を展開したわけです
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から、感じたことがあればそれが成果だと思います。 

２番目も関わってもらう地域ボランティアを増やしてというのが取組ですから、それ

を行った内容が成果だと思います。それが出てくると分かりやすいと思います。 

 

【Ｈ委員】 

現場の人の声がないと分かりません。こちらの推測だけでは限界があります。 

 

【Ｂ委員】 

この放課後子ども教室は学校によって異なりますか。 

 

【議長】 

「地域の子どもは地域で育てる」という考えのもと、基本的には同じです。内容に関

しては推進員の意向で絵本の読み聞かせを重要視しているところもありますが、とに

かく自由に遊ばせるようにして、スタッフはそれを見守っています。 

 

【Ｂ委員】 

各学校の取組を発表したり意見交換をすることはありますか。 

 

【議長】 

年一回、全体会があり、報告や意見交換があります。 

 

３９ページの書き方の問題、ここは注意してほしいです。 

 

４０ページまで行きます。若者への支援の推進です。 

 

【Ａ委員】 

ここは色んな支援のケースがありますが、所管は情報提供を行ってる形ですよね。一

つ一つ行っているわけではないですよね。ケースケースの情報提供を行っているとい

う認識で大丈夫ですよね。 

 

【課長】 

そうなります。 

 

【Ａ委員】 

若者への支援は色んなケースがあると思いますので、ケースによって情報提供を行っ

ていくということだと思います。そういう所管ですよということですよね。 

 

【Ｆ委員】 

ほっとシティ東村山の開設とともにとありますが、この内容はまだ予定はないという

ことですよね。 

 

【課長】 

東京都のつなぎとして窓口をしています。ほっとシティは相談になります。      

 

【Ｆ委員】 

つなぎの役割を継続していきますか。 
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【課長】 

就労支援とかは東京都が行っていますので、相談があれば東京都につなげていきます。 

 

【Ａ委員】 

所管としては様々なケースに対してタイムリーな情報を提供していくことでそのため

にはどうするかが課題ですね。 

 

【議長】 

とりあえず基本目標１は終わりました。出た意見をまとめて来月検討をしていきます。 

 

【課長】 

ありがとうございました。３番の報告事項について行います。 

 

【係長】 

白州キャンプですが、9 名の委員が参加される予定です。 

７時に市役所に集合して、ワゴン車２台で出発します。今回は、談合坂で３地区を見

送り、２地区の活動を視察します。１４時頃に白州を出発する予定です。 

 

【課長】 

続きまして、青少年の健全育成になりますが、青少対の連絡協議会の中で今まではこ

ころの東京革命を推進していましたが、東京都の方でオリンピックに合わせて、今年

度から資料にあるように、地域において青少年にこういうことを推進してほしいとい

うことです。小学校の体験活動に関しましては、青少対や育成塾がやっていただいて

います。中学校の主張は青少年協議会が行っています。家庭のふれあいの日というの

は青少年問題協議会がティッシュ配りなどをしています。こういう事業を今年度から

地域の方も推進してくださいと言われたので、地域では方向性と事業の一覧をあげて、

すすめているのが現状です。東京革命の推進というのが平成２９年度で終了しました。

社会教育法も変わっていき、東京都はいろんな形で地域の人々とやっていくことが進

んでいると思います。なので、コミュニティスクールが重要になってくると思います。 

今後の日程  

  第１２回 ７月１３日（金） １９時～ 教育委員会室 

第１３回 ８月２日 (木)   白州キャンプ視察 

 

４．副議長あいさつ 前回と同じように内容が濃いものとなっています。なか

なかまとめていくことは大変だと思います。今回の議論

の中で評価がＢとかがありましたが、説明不足や意思が

伝わらないこともありましたが、内容に関して成果の部

分とかを入れて、Ａ評価が増えればいいと思います。 

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 

 


