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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１５回） 

開 催 日 時 平成３１年２月１３日（水）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 ・桑名 淳委員 

・杉本みさ子委員・森田 明美委員 

・福島 真理委員 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 

  

 

 桑原 純 委員  

 伊藤 二葉委員 

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）平成３３年度関東甲信越静社会教育研究大会（東京大会） 

   開催について 

 

（２）生涯学習計画の評価検証（第４章基本目標３） 

 

（３）白州キャンプ視察・社会教育委員研修について 

 

 

３．報告事項 

（１）平成３０年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会交流大会 

 

（２）平成３１年成人式事業「成人の日のつどい」 

 

（３）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」 

 

（４）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） 

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。第２２期社会教育委員会議第１５回目を開催します。最初に議長からご

挨拶をお願いします。 

 

【議長】 

こんばんは。２か月半ぶりの会議になると思います。平成３３年度関東甲信越静大会

について後程話し合っていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

早速、協議事項に入ります。 

(１)平成３３年度関東甲信越静社会教育研究大会（東京大会）について 

事務局の説明をお願いします。 

 

【課長】 

武蔵野市生涯学習スポーツ課から説明があり、平成３３年度関東甲信越静社会教育研

究大会が東京で行われます。 

この大会準備のために実行委員会を立てあげる、２月の理事会で実行委員会の設置を

決定したいということです。 

予算は参加費で半分ほど入ってくるが、それでは少ないという意見がありました。 

実行委員会は、会長市１市・副会長市２市、各ブロックの幹事市５市となっています。

他に平成３０年度・３１年度の会長市の１０市で立ち上げたいということです。 

また、大会は例年通りの２日間とするか、１日にするかといった意見を言っていただ

きたいです。 

 

【議長】 

東村山市は大きな大会を仕切ったことが無く、このような大きな大会で事例発表をす

ることや実行委員会に加わることは、初めてだと思います。 

 

【A 委員】 

収入、支出の関連では、広告代が大きな割合を占めています。研究大会の資料の半分

は広告が占めています。このようなやり方で予算のカバーをしています。 

交流の趣旨が大きなポイントとなっています。どこかの分科会をどこかの自治体で請

け負って、交流大会の講師を立てるとなると、そんなに大変ではないと思います。 

 

【議長】 

平成３３年度は東村山市がブロック幹事市となります。なので、東京大会で東村山市

が４ブロックの実行委員会として加入し、本番に向けて準備をしていきたいと思いま

す。１０市が実行委員として中心となっていきますが、必要に応じて、様々な意見を

いただいて、２６市３町で決めていくということでした。 

従来通りなら、テーマを決定し、そのテーマに沿って東村山市として分科会を担って

いくかと思います。 

ただ、分科会形式でいくのかまだ分かりません。何かしらの形で、東村山市が４ブロ

ックの代表として、かかわっていくことになります。 
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大会を 1 日で行うか、２日に分けて行うかは決定していません。 

予算面から考えて、小規模になる可能性があります。 

 

【B 委員】 

関東大会で実行委員会を担った場合は、４ブロックの分科会はどこかにお願いをする

のですか。両方東村山市が行うことになりますか。 

 

【議長】 

東京大会なので、多くの自治体が参加をしていくと思いますが、他の市にお願いする

かどうかは動き出してから考えていけばいいと思います。 

 

【課長】 

実行委員会で社会教育委員の意見を土台にして話し合っていきたいということです。 

分科会もブロック市のみでなく、２６市３町で行っていこうという意見もあります。 

まずは実行委員会を設置して、そこで様々な協議をしていきたいということです。 

 

【議長】 

２３期の委員が準備をしていき、新しくなった２４期で本番を迎える事となります。 

ブロックごとの研修もそうですが、テーマごとの発表をして、講師を呼んで話をした

りしますが、東京大会はそういう形式もありかと思います。１０県以上となるので、

その規模が大きくなるかと思います。 

 

【D 委員】 

やるかやらないかということも話し合いが必要かと思いますが、今まで継続してきた

ので、続けていかなければならないと思います。 

やるという前提で話を進める必要があると思います。 

どうやって行くかは後程決めれば良いと思います。 

 

【E 委員】 

委員が変わるので、委員の構成の問題もあるだろうし、こういう大会は立派な資料も

出来ますが、テーマがずれているということも見受けられます。 

実行委員会でしっかりとしたテーマを出していかないと、主旨と異なった発表になっ

てしまいます。お金をかけるのであれば、実行委員会でテーマに沿った研究発表をす

るように話し合っていただきたいと思います。 

 

【F 委員】 

やらなければいけないことであれば、今はまだ見えてこないことが多いですが、徐々

に見えてきたときにみんなで知恵を出していければ大丈夫だと思います。 

 

【G 委員】 

先のことなので、まだ分からないことが多いですが、こうやって担当になるというこ

とで、前もって徐々に準備を進めていけば良いと思います。 

 

【B 委員】 

莫大な資金をかけるので、ただの交流大会というだけでなく、研究会も含めてしっか

りとやっていただければと思います。 
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【議長】 

今まで続いてきた大会ですし、東村山市として役割が回ってきそうなので委員１０人

と事務局で知恵を出していければ良いと思います。 

 

予算に関しては、しっかりと考えていかないとなりません。 

 

【課長】 

ありがとうございました。東村山市は関東甲信越静社会教育研究大会東京大会で実行

委員会として参加すると伝えていきます。 

 

【議長】 

では、次に進みます 

(2) 生涯学習計画の評価検証(第 4 章基本目標 3)について 

 

基本目標２についての意見が別紙にまとめてあります。後で読んでいただいて、お気

づきの点があれば事務局に伝えてください。 

 

５８ページ、団体・人材の発掘・育成と活用の支援 

総合評価は A です。 

 

【E 委員】 

前回の基本目標では、こちらからどんな支援をすべきかで回数や人数を記載していた

だいたことは良かったです。成果の部分が良くて、これだけのことをしたので、A 評

価だと思います。 

 

【議長】 

今後の取組としても、ボランティアで新規の募集や育成も並行して行っていきます、

としっかりと書いてあります。図書館は良くやっていると思います。 

 

【B 委員】 

課題の①で行うための人数と質を維持していくという書き方は変えた方が良いと思い

ます。質というのは人数に対する質なのかといったことが分かりにくいと思います。 

 

【F 委員】 

安定的に行うと言ったシンプルな書き方で良いと思います。 

その中に人数も含まれるだろうし、経験豊かな人材も含まれると思いますが、あえて

書かないで安定的に行っていくという記載で良いと思います。 

 

【議長】 

紛らわしい書き方は控えてほしいということですね。 

 

では、５８ページ②③にすすみます。D 評価とあります。 

 

【課長】 

所管でボーイスカウトから情報が何もなくて、土地の減免だけは行ってきました。た

だ、活動の報告が無いので、何を行っているか分かりません。 
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ボーイスカウトは連盟に入っていて、そこから情報が入ってくると思いますが、この

生涯学習計画を作成した段階でもボーイスカウトとか関わりが無かったと思います。 

 

【A 委員】 

ボーイスカウトや子ども会は社会教育関係団体のくくりとして登録しています。 

 

【E 委員】 

そうであるなら、市がボーイスカウトとの情報交換をしないとならないと思います。 

 

【A 委員】 

報告等を社会教育課に出してくださいと伝えれば良いと思います。 

社会教育団体は登録制が無いということですか。 

 

【課長】 

リストはありますが、データや資料が無いので、どのような活動をしているかは不明

です。 

 

【A 委員】 

社会教育団体として登録されて、減免をしているので、一年間の報告書を提出するよ

うに伝えれば良いと思います。 

 

【D 委員】 

団体というのは、参加者を募集したり広く地域に呼びかけたりして広報を利用してい

るので、まったく関わりが無いということは無いと思います。 

人が集まらなく、リーダーがいないので、衰退の方向で進んでいると思います。 

ただ、成長するためには、公的な広報も必要だと思います。 

 

【課長】 

公民館も特に行っていなくて、所管にもチラシ等を配ってという依頼も特にありませ

ん。 

 

【D 委員】 

あまり困りごとは無いということですかね。改めて調査をする必要があると思います。 

このままだと衰退をしていきます。 

 

【議長】 

この生涯学習計画にボーイスカウトやガールスカウトと書いてありますが、どこが所

管なのかと言った問題もあります。各種団体の充実とありますので、そこに関わりを

持つなら、役所としてどのように関わっていくのかを考える必要はあります。 

子ども会やボーイスカウトのことを一度整理する必要があると思います。 

 

課題③の部分ですが、地区委員はボランティアなので、年々、人数は減少しています。 

子どもの健全育成に地域の大人が関わっていくためになにか手を打つ必要があると思

います。 
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【B 委員】 

市は地区に補助金は出しているが、口は出していないので、きちっと意見や提案は出

すべきだと思います。 

 

【議長】 

双方で「こうしていこう」という前向きな意見は少なく、人がいないので事業を止め

るという意見も出てきています。 

地区ごとの温度差もあるので、中々事務局も入り込めないというのが現状だと思いま

す。 

 

【課長】 

実際、地区ごとで問題を抱えているし、高齢の委員も多く、PTA との連携も大変と聞

きますので、昔に比べて子どもたちの健全育成に力を入れづらくなってきたかと思い

ます。 

平成１４年の事件があったので、青少年に対する事業を展開しているのだと理解して

いる人は献身的に協力をしてくれますが、理解していない人からは、止めたら良いと

言った意見も出ます。考え方が異なると思います。 

 

【議長】 

あの事件を経験した人は、地域の子どもを見守らなければならないという考えです。

風化させないためにも、市民の集いで市長が事件の話をしていますが、よその出来事

と認識している人もいます。あの事件は東村山としては、忘れてはいけないと思いま

す。今後を担っていく人に、子どもの健全育成について、どういう風に関わってもら

うかは社会教育課の課題であり、社会教育委員の課題でもあると思います。 

 

【D 委員】 

この事件を風化させてはいけないというのが一番の目的だと思いますので、映像資料

とかで、リアリティーを持って伝えていくのが、研修や事業の役割だと思います。 

 

【議長】 

では、５９ページ、地域コミュニティの活性化です 

 

【A 委員】 

他の所管が担当している部分を社会教育で行っていくのは難しいと思います。 

なので、こういうものがありますのでと、留めておけば良いと思います。 

 

【議長】 

各所管から生涯学習計画の成果と課題を出してきています。 

それを社会教育委員が見て、何か意見があれば、それを添付していく作業を行ってい

ます。何も無ければ無いで良いと思います。 

 

【B 委員】 

目指すべき方向性①で日頃の近所付き合いや地域交流を普及・啓発するとあって、そ

れが難しいという場合は、社会教育では、挨拶運動がありますので、挨拶が良いと言

った意見を出すことも可能だと思います。一般市民として、実際に自治会に入ってい

ない人がいますが、その人たちがどうなのかと言った意見も出せると思います。 
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社会教育もありますが、一般市民としての意見も出せると思います。 

 

【E 委員】 

生涯学習計画を立てた時に、私たちは関わっていき、意見を出しているので、各担当

から実際に行っていることで成果と課題を出してもらっていますが、踏み込むのでは

なく、成果や課題に対して、社会教育委員としての意見を述べていくので、研修等に

参加するためには、曜日とかも問題もあると思います、と言った意見を出していき、

次の生涯学習計画に参考になれば良いと思います。 

 

【D 委員】 

社会教育が生涯学習全体を見渡すことは難しいと思いますが、やっていることや文章

に矛盾が無いかということはチェック出来ると思います。 

評価に対して、意見を出していく形だと思います。 

 

【議長】 

次、６１ページ 地域で活動できるリーダーの養成 

 

【F 委員】 

計画を読んでいき、成果や課題が評価と一致すれば、それで良いと思います。 

ひとつずつ細かく確認していくと大変だし、そこまでの役割は無いと思います。 

 

【議長】 

来週は６１ページの①～③からやっていきます。 

 

次に移ります。 

(3) 白州キャンプ視察・社会教育委員研修についてです。 

 

【課長】 

平成３１年度は社会教育委員研修を実施する予定です。毎年、白州キャンプの視察が

ありますが、白州キャンプと社会教育委員研修を行うか意見をいただきたいです。 

 

【E 委員】 

視察時間も短いし、内容も大体同じなので、白州キャンプ視察は無しで、良いと思い

ます。 

 

   (全員 了承) 

 

【議長】 

分かりました。社会教育委員研修とします。内容等は、次回で検討します。 

よい案があれば事務局まで連絡して下さい。 

 

【課長】 

では、平成３１年度の白州キャンプの視察はしないで、社会教育委員研修を６月下旬

から７月に予定しますので、よろしくお願いします。 
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では、報告事項に入ります。 

 

（１）平成３０年東京都市町村社会教育委員連絡協議会交流大会 

   平成３０年１２月１５日（土）  会場 武蔵野公会堂ホール 

 

（２）平成３１年成人式事業「成人の日のつどい」  

   平成３１年１月１４日（祝）   会場 明法高校講堂 

   ・社会教育委員の皆さまには受付をやっていだきありがとうございました。 

 

（３）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」 

   平成３１年１月２７日（日）   会場 中央公民館ホール 

 

（４）第１２回多摩六都ヤングライブフェスティバル 

   平成３１年２月１０日（日）   会場 中央公民館ホール 

   

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   次回 ３月１３日（水）１９時～ 教育委員会室 

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

最後に副議長から閉会の言葉をお願いします。 

 

４、閉会のあいさつ お疲れ様でした。先程議長の方から事件のお話がありま

した。１７年前ほどでしたが、記憶にとどめておくこと

は大事なことだと思います。その辺を考えながら、次回

以降も生涯学習計画を検証していけば良いと思います。 

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 

 


