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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１４回） 

開 催 日 時 平成３０年１１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 

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 

・福島 真理委員 

 

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 

  

 上田 幸夫委員 

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 

 

（２）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」 

 

（３）青少年健全育成大会 

 

（４）平成３０年度東京都市町村社会教育員連絡協議会交流大会 

 

（５）平成３１年成人式事業「成人の日のつどい」 

 

（６）平成３１年東村山市いのちとこころの教育週間「市民の集い」 

 

（７）第１２回多摩六都ヤングライブフェスティバル 

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） 
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ファックス番号 ０４２－３９７－５４３１ 

会  議  経  過 

１． 開会 

 

【課長】 

こんばんは、第２２期、第１４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】 

こんばんは。先日、桑名委員の学校の研究授業発表会に行きました。１年生から 6 年

生まで全学年がノリに乗って英語の授業を受けていました。とてもすばらしかったで

す。 

 

では本日の協議事項に入ります。 

 

最初に前回のまとめを、係長から説明をお願いします。 

 

【係長】 

前回の４２ページ～４６ページまでの社会教育委員の皆様の意見をまとめさせていた

だきました。 

４２ページでは、以前のご意見で③の数値化がされると良い、という意見がありまし

たが、今回はそれが反映されていることが良かった。 

４３ページでは、栄養士が中心となって、子ども達への献立等が工夫されている。課

題として、実施回数を増やすとありますが、市内１５校で実施しているので、そこの

部分を成果で書いた方が良い。 

４４ページ①では、人権教育は教育委員会でも柱となっており、学ぶ機会も多くなっ

ているので、今後に活かしてほしい。 

４６ページ③では、男女平等参画について市ならではの特色を出した方がより良くな

る。①の成果で、情報交換を行ったとありますが、どのような内容かを記載した方が

良い。また、成果と課題の書き方をもう少し工夫した方が分かりやすくなると思う。 

以上、前回いただいた意見をまとめさせていただきました。何か不足等がありました

ら、事務局までよろしくお願いします。 

 

【議長】 

ありがとうございました。 

本日は４７ページから見ていきたいと思います。 

 

【Ａ委員】 

参加人数を増やすために、平日と土日で事業内容を変えることや、世代ごとに合う事

業内容を検討する必要があると思います。 

 

【Ｂ委員】 

最近、公民館を使っていますが、公民館を利用する人が多くなっている印象です。趣

味の講座は人気があると聞いています。空きスペースも活用されていると思いました。 
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【Ｄ委員】 

目指すべき方向性で幅広い市民のニーズに応えるとありますが、利用していない人へ

の働きかけをしてほしいと思います。今後の取り組みとして、事業等でアンケートを

実施するとありますが、公民館に来た人のみでなく、他の様々な施設等でアンケート

を取るなどすれば、多くの意見を幅広く取り入れることが出来ると思います。 

 

【議長】 

公民館を利用している人のみでなく、もっと広い範囲の意見を取り入れた方が良いと

いう意見だと思います。 

では、次にいきます。 

 

【Ａ委員】 

利用者への的確な案内が出来る人材というのは専門職になりますか。 

 

【議長】 

司書資格を持つ職員の割合を増やすと書いてありますので、その内容は含まれている

ようです。 

東村山市の図書館は、全国的に見ても資格をもつ人が多いと以前の報告で伺いました。 

 

【Ｃ委員】 

課題で人材育成とありますが、市で行うということなのか分かりません。 

 

【Ｅ委員】 

専門職の育成といっても、予算面等から考えて、市のみでは難しいので、どこかに呼

びかけを行ったりしていることだと読みとれます。 

 

【Ａ委員】 

人材育成というより、そこにこのような人材が欲しいということかと思います。 

地域によって必要な人材は異なると思います。 

 

【議長】 

基本的に中央図書館が主となって、地区館はそれぞれに地域に根差した特色を出して

いく必要があると思います。それに対応する人材の確保が必要になると思います。 

 

【Ａ委員】 

対応する人材の確保という書き方の方が良いと思います。 

 

【議長】 

では、次の４８ページとなります。 

課題の②で文化の継承の担い手を育成するとありますが、新しく転入してきた人々も

受け入れたりと変化してきています。また、色々なところで、子ども達に披露したり、

一緒に体験させたりして、興味を持たせる工夫がされているように感じています。 

 

【Ａ委員】 

市独自の歴史文化財を活かした活動をしていること、学校と連携をしているというこ

とは良いと思います。 
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【Ｄ委員】 

伝統と文化を保存することは良いことですが、施設のみで保存するのでなく、生活に

根付くことが重要だと思います。生活の一部として、子ども達に伝えていくことが大

事になると思います。 

 

【Ｆ委員】 

家庭で実際に行うまでいくとその家庭の教育の範疇となりますので、難しいと思いま

す。食べ物は印象に残ると思います。うどん作りを体験してもらい、自分たちで食べ

るという活動を行ったことは、反響が大きかったです。色々な伝統を新しい形で取り

入れるとそれが広がっていくと思います。様々な仕掛け作りがあると良いと思います。 

 

【議長】 

伝統文化というのは、意味も含めて代々受け継がれていくものと思います。 

歴史館としては良くやってくださっていると思います。 

 

次、４９ページとなります。 

 

【Ｃ委員】 

目指すべき方向性の①②の最後の方は成果の記述になっていると思います。 

 

【議長】 

取組事業と成果を分けてほしいという意見ですね。 

 

【Ａ委員】 

展示部門で、課題の、指導者の高齢化により減少したとありますが、高齢化によって

サークル自体が減ってるのか、展示作品を作る団体が減っているのか、作品を展示す

る作業が難しいのか、いろいろな意味で取れます。 

 

【係長】 

参加者自身が高齢化で作品を作れないことや、指導者の高齢化によってサークル自体

を存続することが難しいということになります。 

 

【課長】 

現在は文化協会が中心となっていますので、年齢層は高めになっています。学生を入

れるとなると様々な課題があります。今のままでは更に高齢化が進むので、どうやっ

ていくかが課題となります。 

 

【Ａ委員】 

他市では、小中学校の作品を取り入れるようにしましたが、参加団体からもテリトリ

ーを取られたと言った解釈をするなど不満が出てます。学校側も忙しい中で作品を出

すことが大変になります。公民館で行われている作品展の意味を考えないといけませ

ん。学校との連携も必要ですが、学校側の負担も大きくなってしまします。 

 

【議長】 

ご覧になれば分かると思いますが、ホールは盛り上がっています。展示に関しては、

毎年同じ団体が行っている印象です。文化祭を楽しみにする雰囲気を出していくのは
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今のままでは難しいでしょうし、若い人が興味を持つような工夫も必要になっていく

のではないかと思います。 

 

【課長】 

今回からは、各地区館や社会教育課の職員にも手伝ってもらい、地域ごとの特色を出

すように工夫してやりました。少しずつ地域の特色を出す取り組みが行われていると

思います。 

 

【議長】 

そういう地域の特色を出すのを、参加団体のみでなく、市民に発信できるようにしな

いとなりません。文化祭がもっと盛り上がる工夫をお願いします。 

 

では、次の５０ページになります。 

 

以前から分かりやすく丁寧に書いてあると思います。 

目標値としてはもう少しですが、スポーツ宣言都市なので、全国に比べて、市民がス

ポーツに親しんでいるというのが数値からも分かります。 

 

【Ｂ委員】 

もともと運動が好きでない人に対する働きかけが欲しいと思います。他の課との連携

をしてみるのも良いと思います。 

 

【Ａ委員】 

市民大運動会は地域の人が中心となって行っていますが、小中学生が参加しているこ

とは大きいと思います。 

体力つくり推進委員会は高齢化が進んでいますか。 

種目が減っているという話も聞いています。 

 

【Ｅ委員】 

地域にもよりますが、若い人もいる地域もあります。 

全体的な時間のバランスもあり、いくつか減らさないと難しいです。参加人数も影響

しています。募集を行うこと自体が大変になっています。 

子どもばかりの種目でなく、大人との競技を入れたり工夫しています。 

 

【議長】 

参加する市民が多く出ているところもあれば少ないところもあり、地域によって差は

出ると思います。 

 

【Ｅ委員】 

高齢者はスポーツをしたいと考えているが、団体スポーツは今頃入ることは難しいと

考えます。個人趣向のウォーキングとかが良いと思っています。 

また、若い人が参加するにはどうするかが課題となります。 

プログラムに色んな物を加えたりして工夫する必要があると思います。 

 

【議長】 

次、５１ページになります。 
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ここ数年で避難所運営連絡会がすべてに出来たと聞きました。 

災害時の倉庫がありますが、あれは市民のためにあって、災害時に学校に残った子ど

ものための物ではないということなので、そのあたりの対応も必要になります。 

 

では、５２ページにいきます。 

 

【Ａ委員】 

みどり環境ポスターは小学校のみに募集をしていますか。 

 

【課長】 

市の方も学校に多くの依頼を出しているので、子どもの負担やバランスを考えて学校

ごとに行っていると思います。 

 

【議長】 

では、次に５３ページとなります。 

 

【Ｅ委員】 

①の成果では数値が減っているので、成果ではないと思います。 

②と③の成果も取組内容となっています。 

 

【Ｃ委員】 

目指すべき方向性の③で実施無しという記述は必要ないと思います。 

 

【Ｅ委員】 

成果と課題の書き方をもう少し工夫してほしいと思います。 

 

【Ｄ委員】 

消費の関係で、契約は１８歳から行うことが出来ますが、そこでの注意点等に対する

啓発活動が必要だと思います。 

 

【議長】 

では、次の５４ページとなります。 

 

【Ｅ委員】 

成果のところで啓発活動を行ったとありますが、活動を行った結果どうだったかを書

くべきだと思います。 

 

【議長】 

いくつかのところで出てきたと思いますが、その取組を行った結果、どういう成果を

得たかを記述してほしいということです。 

 

【Ｅ委員】 

各家庭に冊子を配ってくれるので、何か分からないことがあれば冊子をみれば分かる

と思います。 

カレンダーもついて分かりやすくなっています。 
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【Ｂ委員】 

リサイクルショップ運営員会はボランティアだと思いますが、負担が増加していると

記述してあります。ごみの量が増加していることも影響していると思います。物の作

成や講座等を行っているようですが、ボランティアでやりきれるかが大変だと思いま

す。この人たちへの負担を減らすことも課題となると思います。 

 

【議長】 

次、５５ページとなります。 

地区館も図書館が併設されていたりして工夫がされています。 

公民館の様子も足を運ばないと分かりません。利用する人はしますが、そうでない人

を呼ぶことはなかなか難しいと思います。 

 

では、次の５６ページになります。 

 

【課長】 

課題の、講師の高齢化というのは土曜講座や教室開放のことになります。現在、土曜

に授業を行う学校が結構出てきています。土曜講座は地域の人が学校とは別に行って

いるのが良いことですが、授業の関係で実施日が縮小されるので、どうするかが課題

となります。校庭開放では、夏は非常に暑くなっていまして、利用中止にする期間を

延長すべきか検討する必要があります。 

 

【議長】 

土曜講座は状況の変化に合わせて。再検討する必要がうまれています。 

 

【議長】 

では、次の５６ページとなります。 

 

学校施設は、子どもたちのためなので、不都合や不備の箇所がでたら、出来るだけ後

回しにしないでその都度対応をしてほしいと思います。 

 

次回は基本目標３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委員連合等表彰について 

*土田委員が表彰されました。 

 

【係長】 

（２）東京都市長村社会教育員連絡協議会「第４ブロック研修会」について 

・平成３０年１０月６日（土）の１３時より東久留米市柳泉園組合にて開催。 

研修内容に関しては、映像を交えて施設紹介を行った後に、施設の見学を行い、そ

の後に各自治体ごとに活動報告があり、議長が当市の発表をしました。 

 

【課長】 

（３）青少年健全育成大会について 
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１１月２５日（日） 会場 サンパルネ 

委員の皆様にはお手伝いいただきありがとうございました。 

 

【係長】  

（４）平成３０年度東京都市町村社会教育員連絡協議会交流大会について 

・平成３０年１２月１５日（土） 会場 武蔵野公会堂 

 内容につきましては、別紙の通り。 

 

【課長】 

（５）平成３１年成人式事業「成人の日のつどい」について 

・平成３１年１月１４日（月・祝） 会場 明法高校 

 社会教育委員の皆様には、受付のお手伝いをお願いします。 

 

（６）平成３１年度東村山市いのちとこころの教育週間「市民の集い」について 

平成３１年１月２７日（日）１３時～ 会場 中央公民館 

 

（７）第１２回多摩六都ヤングライブフェスティバルについて 

平成３１年２月１０日（日）１０時～ 会場 中央公民館 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

次回 ２月１３日（水）１９時～ 教育委員会室 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

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。先ほどの話で一週間に一度運動を行う

という話がありましたが、皆さんもご健康にご留意して

スポーツをやっていただければと思います。 

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 


