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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１３回） 

開 催 日 時 平成３０年９月１８日（火）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 

・片岡 了委員 ・桑原 純委員 

・伊藤 二葉委員・桑名 淳委員 

・杉本みさ子委員・森田 明美委員 

・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 

  

 

 福島 真理委員 

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２） 

 

 

３．報告事項 

（１）一般社団法人全国社会教育委員連合等表彰について 

 

（２）青少年健全育成大会について 

 

（３）東京都市町村連絡協議会 第１回理事会 

 

（４）青少年対策地区委員会白州キャンプ視察結果について 

 

（５）東京都市町村社会教育員連絡協議会「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 

会  議  経  過 
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１． 開会 

 

【課長】 

こんばんは、第２２期、第１３回の会議を開催させていただきたいと思います。 

それでは、議長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

【議長】 

お疲れ様です。これから、秋の季節になってまいります、生涯学習計画にある事業、

市民文化祭、市民運動会、各地区の子ども祭り等がありますので、積極的に参加して

いただければと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

【課長】 

それでは、議題に移りたいと思います。議長よろしくお願いいたします。 

 

2、 協議事項 

 

【議長】 

議題（１）に入る前に、前回のまとめを係長より説明をお願いいたします。 

 

【係長】 

前回の会議で委員の皆様よりいただきましたご意見を事務局でまとめさせていただき

ました。 

主な内容につきまして、３６～３８ページの文言の整理をさせていただきました。又

会議で解決した項目は省かせていただいております。 

前回でました各所管への質問の回答として、 

「家庭教育の手引き書」は、変更があった際には、修正を行っているそうです。 

「図書館の調べ学習」については、学校、図書館の両方の本を使っております。 

「ソーシャルワーカーの成果」については、平成２９年の実績として、対応件数１９

７件と伺っております。 

 

【議長】 

何かご意見ありますか？ 

 

【Ａ委員】 

ソーシャルワーカーについてですが、現代の不登校の原因が多様化していると思いま

す。子どもだけではなく、保護者も心を閉ざしてしまうと、子どもへのアプローチも

拒絶されてしまうケースもあり、学校としては、対応が非常に難しいと考えます。 

 

【Ｂ委員】 

ソーシャルワーカ―について、存在を知らない人に対し、社会教育としても、取り組

んでいく事も検討していく必要があるのではないかと考えます。 

 

【議長】 

他にご意見はございませんか。では、協議に入ります。 

 

(1) 生涯学習計画の評価検証(第 4 章基本目標 2) 
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４２ページの基本目標２「多様な生涯学習の展開と支援」、目標１「健康づくりへの支

援」についてご意見を伺いたいと思います。 

 

【Ｃ委員】 

以前、③の減塩について、社会教育委員会議の意見として、数値化すると理解しやす

いと思いますという意見があり、今回は数値化されていて良いと思います。次ページ

については、数値化されていませんが、数値化できる部分については、改善されてい

ると思います。 

 

【議長】 

減塩の取組みなど、市民として受講された方がいますでしょうか？ 

市でも、健康診断の結果によっては、該当者に対し、食事の指導等の講習を行なって

いると聞いております。そういった取り組みを積極的に行っていることは、とても良

いと思います。他にご意見ございませんか。 

 

では、４３ページの①～③に移ります。「正しい食生活習慣の推進」 

 

【Ｄ委員】 

こちらについては、所管が跨っていると思いますが、現在の担当は学務課になるので

しょうか。 

 

【課長】 

この計画を作成した当時は、学務課が対応しております。食物アレルギーであったり、

安心で安全な給食を提供するとあります。 

 

【Ａ委員】 

学校で一番関わりがあるのが、②の教育委員会の栄養士が中心となって実施している、

親子料理教室。我が校でも実施しており、好評で２回に分けて実施しております。土

曜日の午後に行っており、給食の人気メニューを作っております。各校の栄養士が連

携し当日は、３名程度の栄養士が参加をしております。 

学務課が中心となって、栄養士も知恵をしぼって子どもに興味を持ってもらえるよう

に献立も考えていただいており、子ども達はとても楽しみにしております。 

保護者にも興味をもっていただいております。また学校では給食試食会を実施してお

ります。残菜についても、子どもによく話をすることにより減っているような状況で

す。子ども達もきっかけがあると変わっている状況です。今後も、食に関する興味、

関心を深められると良いと思います。 

 

【議長】 

貴重なご意見ありがとうございました。課長、ご意見ございますか？ 

 

【課長】 

②については、栄養士も良くやっているので、評価をもっと良くしても、良いのでは

ないかと思います。子ども達にとって、給食は楽しく食事が出来るもので、大人にな

っても、ずっと忘れないと思います、また当市は、各小学校に１人の栄養士を配置し

ているのは、とても特徴があるのではないかと考えております。 
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【Ａ委員】 

栄養士の皆さん、一人、一人特徴があって、献立のバリエーションも豊富で、子ども

達のために日々努力していただいており、１５校各校に栄養士を配置していることは、

とても自慢できる事だと思います。 

②の課題に「年１回の開催なので、回数を増やすことが課題である」とありますが、

逆に言うと、市内１５校が全て行っており、それぞれ工夫を凝らしたメニューを考え

てくれておりますので、課題ではなく成果として記入があれば良いと思います。もっ

と評価しても良いのではないでしょうか。 

 

【議長】 

とても、良くやっていただいているということです。毎年給食の試食会に参加させて

もらいますが、とても美味しいです。他にご意見ございませんか。 

 

【Ｂ委員】 

こちらには、記載がされておりませんが、クーラーについて、全国的にはまだまだ設

置がされていないと認識しております。暑い環境の中で、熱中症に対する対策をとっ

ていると思いますが、当市の学校施設ではどのような状況なのでしょうか。 

 

【Ａ委員】 

教室は、全て設置されており、特別教室にも設置されました。 

熱中症対策としては、子ども達は水筒を持参しており、外に出る際にも水筒を持って

いき、こまめに水分補給をするように話をしております。今年は、とても暑い日が続

いたので、その点は、例年以上に十分に気をつけておりました。 

 

【Ｂ委員】 

水筒持参は、最近ですか？ 

 

【Ａ委員】 

もう、かなり前より、持参しております。 

 

【Ｅ委員】 

体育館については、エアコンがないと思いますが、どの様な対応を行っているのでし

ょうか？ 

 

【Ａ委員】 

体育館の扉、窓を開けて空気の入れ替えを行う事で対応しております。 

 

【議長】 

今年の夏は、猛暑で先生方にも様々な対応をしていただきました。また水道管も当市

は直結であり、おいしい水が飲めるので安心です。 

食生活習慣の推進という事で、水の問題、暑さの問題と様々な話題がでましたが、よ

ろしいですか。 

②の２番については、Ａ評価でも良いのではないかとご意見が出ました。 

 

では４４ページの「多様な人権を理解する教育の推進」 

東村山市は人権教育に非常に力をいれております。ご意見ありますでしょうか。 
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【Ｄ委員】 

②のハンセン病資料館の見学とありますが、東村山市ならではの活動で各学校で取組

んでおり、小学校・中学校で学ぶ機会がありますので、これからも、続けてほしいと

思っております。 

 

【議長】 

社会教育員会議４ブロック研修の担当になった時に、資料館や施設内の見学を近隣５

市の委員に見学をしていただきました。全生園をご存じない方もいました。 

国立の施設が当市にあるという事、そこから何を学んでいくか、この市の教育の重大

な柱に挙げられているので、とても良い事ではないかと思います。 

 

【Ｄ委員】 

中学生の作文の中でも、毎年必ず、資料館の事等、人権教育について書かれています。 

 

【Ｆ委員】 

人権教育については、教育委員会の柱であり、学ぶ機会もが多いので、今後に活かし

てほしいです。 

４ブロック研修の際には、青葉小学校の児童が我々に対して、学んだ事を自然に説明

が出来ていたことを思い出しました。とても素晴らしかったです。 

 

【議長】 

他にご意見ございませんか？ 

 

４４ページ③に移ります。 

 

【Ｂ委員】 

東村山市ならではの男女平等参画の特色を出しても良いのではないでしょうか。 

 

【Ｆ委員】 

東村山市には、単独の男女平等センターはないのでしょうか、無ければ、事業を推進

していくには、何処を拠点に行っていくのでしょうか。 

 

【議長】 

「男女共同参画基本計画」にそって行っていると伺っております。 

 

【Ｂ委員】 

理念的なものが、先行するというよりも、子どもが少なくなっていて、例えば、お神

輿も以前は男の子が担ぐものでありましたが、最近は女性も担いでいるシーンがあっ

て、物理的なところから、男女の境目が無くなっていると思います。 

最近、近隣でも男女平等センターがあるところも、増えてきております。 

 

【Ｄ委員】 

「ふぃーりんぐ」という情報誌がございますよね。 

これは、市が発行しているものです。 
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【Ｇ委員】 

「ふぃーりんぐ」は私が以前、担当していたもので、当時、女性問題が取り上げられ

て、委員会を発足し、様々な議論をしました。 

 

【議長】 

他にご意見ございませんか？ 

ないようですので、４５ページに移ります。 

 

【Ｄ委員】 

③の社会福祉協議会によるボランティア講座は、とても良い取り組みだと思います。 

②のヘルプカードについてはどのようなものなのでしょうか？ 

 

【議長】 

いきいきプラザ１階にヘルプカードの内容が掲示されてます。以前、社会教育委員会

議でも話題になり調べました、当時よりは普及してきているのではないでしょうか。 

 

４６ページに移ります。「多文化・多言語教育の推進」です。 

 

【Ｄ委員】 

①の成果で情報提供を行ったとありますが、その結果どうだったのか書いてあるとよ

り良いと思います。 

 

【Ｇ委員】 

①～④の詳細があるともっと良いと思います。 

 

【Ｆ委員】 

外国人の方がこの町に居て、その人たちの支援活動や国の文化を認め合ったりする、

そのような活動が行われて、努力されているように思います。 

 

【Ｇ委員】 

民間の団体と行政が積極的に連携をし、行政がコーディネートをする役割だと思いま

すので、更に充実を図っていただきたい。 

 

【Ｄ委員】 

成果はあったと思います。日本語の指導について共に生きるという事で、外国の文化

を自分達も取り入れるという事もとても大事な事だと思います。 

インディペンデンスの子ども達との交流はこれまでも行っておりますが、他の交流し

ていない学校でも、地域と協力をして様々な交流をおこなっているのではないのでし

ょうか、そうゆう部分を行政が中心となってやっていただけるともっとよくなるので

は、ないでしょうか。 

 

【Ｄ委員】 

以前、住んでいた市では、国の料理で交流を行った事業がありました。 

お互いを理解するには、とても良い事業だと思います。 
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【議長】 

他にご意見はありませんか。 

本日はそろそろ時間となります、いろいろな交流をして学んでいくときに、行政には

「生涯学習計画」にあるような事業を考えながら、日々、行っていただいていると思

いますが、横の連携を大切にしていただければ、もっと充実したものになっていくの

ではないかと思います。次回は４７ページからになります。 

 

3、 報告事項 

 

【課長】 

(1) 「一般社団法人全国社会教育連合等表彰」について、 

*土田委員を東村山市として今年度、東京都市町村社会教育委員連絡協議会の幹事市

である武蔵野市に推薦をさせていただきました。先日、正式に全国表彰される事が

決定されました。１０月２５日に青森県にて表彰式がございます。 

 

(2) 「青少年健全育成大会」について 

・平成３０年１１月２５日（日） 会場 サンパルネ 

*社会教育委員の皆様には、受付のお手伝いをお願いしたいと思います。 

 

[係長] 

(3)  東京都市町村連絡協議会第１回理事会について 

*先程も課長より報告がありましたが土田委員が全国表彰の推薦者候補とし東京都

市町村社会教育委員連合協議会として正式に推薦していただける旨の報告があり

ました。また各ブロック研修についての日程等の報告がございました。 

 

(4)  青少年対策地区委員会白州山の家視察について 

*平成３０年８月２日（木）に実施しました。 

 

(5)  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 

*１０月６日（土）の１３時より東久留米市の柳泉園にて開催。 

内容につきましては、別紙のとおり 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

次回  11 月２９日(木)  午後 7 時～ 教育委員会室 

 

【課長】 

本日の議事が全て終わりましたので、副議長より閉会の言葉をお願いいたします。 

 

４、閉会のあいさつ お疲れ様でした。今回は、全国社会教育委員連合表彰に

推薦していただき、受賞させていただく事になりまし

た。大会に出席しますので、しっかりと勉強をしていき

たいと思います。ではお疲れさまでした。 

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 


