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会 議 次 第 

1．開会 

（１）あいさつ（議長、課長） 

 

 

２．協議事項 

（１）社会教育関係団体の補助金交付の審議・今年度重要事業の報告 

 

（２）生涯学習計画の評価検証（まとめ） 

 

（３）社会教育委員研修について 

 

 

３．報告事項 

（１）東京都市町村社会教育委員連絡協議会定期総会 

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。第２２期社会教育委員会議第１７回目を開催します。最初に議長からご

挨拶がありますので、よろしくお願いします。 

 

【議長】 

こんばんは。本日は生涯学習計画のまとめ方についての提案があります。皆さんのご

意見をいただいて、スムーズに進められればと思います。ご協力をお願いします。 

 

【課長】 

ありがとうございました。本来であれば、新教育長、村木教育長がご挨拶をする予定

でしたが、皆さまには５月の定例会でご挨拶をしますと聞いています。では、ここか

ら議長の方でよろしくお願いします。 

 

【議長】 

協議事項に入らせていただきます。 

（１）社会教育関係団体の補助金交付の審議・今年度重要事業の報告 

 

まずは補助金交付の審議について 

最初は社会教育総務費です。お願いします。 

 

【係長】 

社会教育総務費について説明をします。平成３０年度の予算・決算からご報告します。 

市立小中学校地域教育推進事業土曜開放推進補助金。 

３０年度の予算が 4,464,000 円となり、こちらについては、市内小中学校の２１校に

出しています。内容につきましては、消耗品や活動費に充てさせてもらっています。

各学校の金額につきまして、一律ではありません。決算報告につきましては、4,462.000

円となります。 

続きまして、市民文化祭事業補助金。900,000 円となります。 

支出内容は消耗品・イベント費・備品費となり、主に人件費が大きく占めています。

決算報告につきましては、900,000円となりますが、適正に支出していただいています。 

続きまして、社会教育事業費のＰＴＡ連合協議会補助金は 87,000。活動費として、総

会費・活動費・事務消耗品となっています。 

決算報告につきましては、87,000円となり、適正に支出していただいています。 

続きまして、３１年度の予算額の社会教育総務費ですが、市立小中学校地域教育推進

事業費の土曜開放推進事業補助金につきましては、4,640,000円となり、微増の状況で

す。 

市民文化祭事業補助金に関しては、昨年度同様に 900,000円となっています。 

ＰＴＡ連合協議会補助金は昨年と同様に 87,000 円となっています。 

 

【議長】 

ありがとうございました。 

次に青少年問題対策事業補助金についてお願いします。 
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【係長】 

青少年問題対策事業費についてですが、青少年対策地区委員会補助金が 3,239,000 円

となり、７地区ありますので、１地区あたり 462,600円となります。 

こちらの支出内容になりますが、消耗品・印刷費・通信運搬費・備品費・保険費・活

動費等が支出の項目となっています。白州キャンプの活動費が大きな割合を占めてい

ます。決算報告になりますが、3,239,000円となり、全て適正に支出しております。 

続きまして、ヤングライブフェスティバルの補助金になりまして、410,000 円となりま

す。支出項目は人件費と印刷費が大きな割合を占めています。決算報告になりますが、

410,000円全て適正に支出しております。 

３１年度予算につきましては、青少年対策地区委員会補助金につきましては、昨年と

同様の予算となっています。 

ヤングライブフェスティバルにつきましては、450,000円となっています。こちらにつ

きましては、毎年参加団体数の増加に伴う音響の増員のための増額となっています。 

 

【議長】 

ありがとうございました。 

続きまして、文化財保護費についてです。 

 

【ふるさと歴史館長】 

平成３０年度の予算・決算についてですが、文化財保護費の文化財保護関係団体補助

金について、野口雅楽振興会補助金で 47,200 円となります。祭囃子保存団体補助金は

186,000円となり、６団体に 31,000円ずつとなります。指定文化財保存事業が２つあ

り、合わせて 2,564,744 円を支出しております。主な支出内容は、当該団体が主に使

用する楽器の補修等に使われたことになります。市の指定文化財保存事業費の中で、

台風の襲来で梅岩寺が被害に遭いまして、枝の伐採等にかかった費用を市が一部補助

しました。また、正福寺の施設の老朽化が進み、立て替えにかかった費用の一部を市

が補助をしました。 

続きまして、八国山たいけんの里管理経費として、北西部まちづくり研究会補助金で

すが、北西部まちづくり研究会は解散をしましたので、こちらの支出はありませんで

した。 

続きまして、３１年度予算の文化財保護費につきましては、例年通り文化財保護関係

団体補助金として、野口雅楽振興会補助金と祭囃子保存団体補助金とありますが、

47,200円と 186,000円となります。 

市指定文化財保存事業に関しては、今年度は支出の予定はありませんが、被害があっ

た際には、補正を組んだりして対応していきたいと考えています。 

予算・決算については以上となります。 

 

【議長】 

ありがとうございました。 

続きまして図書館長お願いします。 

 

【図書館長】 

図書館は３０年度の予算と決算は 248,000円と同額となっています。 

支出先としては、市内の久米川電車図書館の活動補助となります。活動の様子につき

ましては、ツイッター等のＳＮＳでイベントのお知らせをしている状況です。３０年
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度の予算・決算については以上です。３１年度の予算につきましては、３０年度と同

額の金額となっています。 

 

【議長】 

ありがとうございました。 

続きまして、保健体育振興費についてお願いします。 

 

【係長】 

保健体育振興費について説明をします。 

各町体力つくり推進委員会補助金の平成３０年度の予算は 3,458,000 円となります。 

内訳としては、266,000 円を１３団体に支給しています。決算報告につきましては、適

正に支出をされていると報告がありました。 

体育協会事業費で体育協会補助金として 34,100,000 円となります。決算報告につきま

しては、適正に支出されたと報告がありました。 

続きまして、平成３１年度予算についてですが、各町体力つくり推進委員会補助金は

昨年と同額となっています。 

体育協会補助金の予算額に関しては、33,732,000 円と昨年度より減額となっています。 

尚、３０年度の決算額につきましては、今後多少の変動があるかもしれませんが、そ

の点、ご理解の程よろしくお願いします。 

 

【Ａ委員】 

社会教育関係団体に対する補助金の審議をすべきだと思います。事業に関する内容は

必要ないので、団体に対する補助金と事業に対する補助金を分けるべきだと思います。 

 

【課長】 

本来はここには事業の補助金は入れるべきではないと思います。しかし、社会教育関

係団体が多く、委員の皆様にこれだけ行ったことを報告させていただきました。 

 

【Ｂ委員】 

団体に関する補助金と事業に関する補助金が異なるとおっしゃっていましたが、社会

教育関係団体の事業を東村山市はたくさん行っているので、そのための額を出してい

るという考えではないでしょうか。 

 

【Ａ委員】 

事業に対する補助金というのは、例えば役所が仕事をどこかに委託して行っていると

かという場合があります。 

 

【Ｂ委員】 

大きく社会教育とみた場合、活動や事業を行う際には、お金がかかると思います。市

として、補助金を出しているという認識です。 

 

【Ａ委員】 

活動は教育委員会が行いますが、それを市民が団体活動として行っていきます。その

ケースは団体に対して、補助金を出している訳です。それ以外の様々な教育委員会で

行っている事業にかかる経費は事業費として、予算が組まれています。 

団体が行っていると解釈してしまうと、相当な金額になってしまいます。 
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【議長】 

例えば、青少年対策地区委員会が行っている事業に対して、本来は市が行うべきこと

を各地区が肩代わりして、地区ごとに活動をおこなっています。自主財源は持ってい

ませんので、補助金が無いと活動が出来ません。各地区に補助金をいただいて、活動

をしています。そこを審議する必要はないということですか。 

 

【Ａ委員】 

これは地区委員会という組織・団体に補助金を出しています。 

事業に対しては、役所が出しているので、我々がどこにお金を出しているかを審議す

る必要が無いと思います。 

地区委員会に対する補助金は団体に対してなので、承認事項だと思います。 

 

【Ｄ委員】 

体育協会への補助金と事業の委託は別途になります。 

体育協会ができる時に、本来行政が行うべき事業があり、行政の改革の一環もあり、

民間に委託をするということがありました。多くの量の事業が体育協会に来ました。

体育協会に委託をしましたが、当時の人数がかなり少ないので、人的補助も行うよう

になりました。また、管理費も含まれています。 

 

【Ａ委員】 

一般的に団体補助の場合は、そのようなケースに使われるので、承認の対象内です。 

この内容を来年度に検討していただくということで、今回はこれで承認をするという

ことで、いかがですか。 

 

【Ｄ委員】 

団体に対しての補助金ですので、団体への補助金であれば、当然活動をしているので、

その説明をすることが出来ます。ただ、団体への補助金ではないものもいくつかあり

ましたので、そこを整理していけばということです。 

 

【議長】 

大変貴重な意見をいただきました。来年度は事業費と補助金をよく整理して、説明が

しっかりと出来る形で持っていきたいと思います。 

今年度はこれでよろしいでしょうか。 

 

（全員承認） 

 

では、今年度の事業説明をお願いします。 

 

【課長】 

社会教育課の方で、３１年度の重点事業を説明させていただきます。 

１番目に第４次総合計画の実施計画に入っています青少年の健全育成の環境充実とい

うことで、第３回八国山芸術祭を開催します。 

２番目はいのちの教育の推進事業で市民の集いを実施していきます。 

３番目は青少年の健全育成として、青少年委員の事業であれば、輝け東村山っ子育成

塾。青少年対策地区委員会では、白州キャンプ、スーパードッジボールなどがござい

ます。社会教育課では、健全育成大会を実施します。 
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４番目は新潟県柏崎市と姉妹交流がございますので、なぎさ体験塾として、東村山市・

柏崎市・東久留米市の３市合同で柏崎市で実施します。 

５番目は生涯学習支援ということで、東村山市文化協会が中心となった文化のつどい、

東村山市民文化祭、放課後子ども教室、多摩六都のヤングライブフェスティバルを充

実していくというのが、社会教育課の重点事業となっています。 

 

【議長】 

ありがとうございました。 

次に公民館長よりお願いします。 

 

【公民館長】 

公民館では、３０年度では富士見文化センターで大規模改修工事をやらせていただき

ました。憩いの家、児童館、育成室を閉鎖しないで工事を進めることになりましたが、

無事に完了することが出来ました。昨年は工事の関係で、富士見文化祭を前倒しにす

るなどの影響はありましたが、万全の状態で今年度の文化祭は同日開催出来ることを

報告させていただきます。また、地区館におきまして、利用者の利便を損なうことの

ないように適正な施設の維持管理に努めてまいります。 

 

【議長】 

ありがとうございました。 

続きまして、図書館長お願いします。 

 

【図書館長】 

図書館は引き続きの事業が多くなっていきますが、今年度の主な重点事業になります

が、第３次子ども読書活動推進計画で、第３次計画は令和元年度までの計画になりま

す。総仕上げとして、子ども読書に関わるボランティア団体の支援、団体との協働事

業の充実と学校での読書活動の支援を充実していきます。学校図書の特別の貸出や各

種研修支援を行っていきます。図書館の資料提供の充実につきましては、オリンピッ

ク・パラリンピック理解促進事業では各図書館でオリンピック・パラリンピックの理

解を深める図書の購入等を活用して、各図書館で色んなテーマで展示等をしていくよ

うにし、理解促進機運上昇をしていきます。また、多文化サービスや外国語資料サー

ビスで英語や中国語、ハングル語を主にした資料の収集についても力を入れて、図書

館サービスをアピールしていきたいと思います。 

 

【議長】 

ありがとうございました。 

続きまして、ふるさと歴史館長お願いします。 

 

【ふるさと歴史館長】 

ふるさと歴史館の重点事業としましては、下宅部遺跡の漆工関連出土国重要文化財指

定で国の重要候補使用リストに選定をされております。その指定を受けるために、資

料の整理を行ったり、関連事業を推進したりＨＰによって周知を行うようにします。 

続きまして、ふるさと歴史館と八国山の充実をしていきたいと思います。常設展示室

の展示、館内ロビーでのミニ展示、４回の企画展を実施します。また、機織り講座や

縄文講座の実施をして、生涯学習の充実をめざします。八国山たいけんの里は下宅部

遺跡の資料を展示していきたいと思います。また体験コーナー等の講座を実施し、毎



- 7 - 

年北山公園で実施する菖蒲まつりの期間中に八国山たいけんの里をＰＲしていきたい

と考えています。 

続きまして、学校教育への学習協力で、各学校で実施する郷土の歴史・伝統文化の学

習に際して、社会科見学や出前授業等を実施して、学習協力をしたいと思います。 

続きまして、市民パートナーシップの推進で市民団体への支援では、市内の郷土研究

団体の活動を支援していきます。市民ボランティアと連携をして、ふるさと歴史館と

八国山たいけんの里の事業充実に努めていきたいと思います。 

続きまして、収集調査研究については、市の指定文化財の検討、既存文化財の保護を

行っていくと共に、収蔵資料の整理、活用をしていきたいと思います。 

 

【Ｃ委員】 

今ある国の指定文化財があると思いますが、そういうものに予算等はつけていますか。 

 

【ふるさと歴史館長】 

正福寺とか徳蔵寺の板碑は個人の所有物になります。ただ、工事をする場合は、市の

方で指定文化財になっていますので、かかった費用の一部を補助しています。 

 

【Ｆ委員】 

オリンピック・パラリンピックに対して変化やどのような対策等を考えていますか。 

 

【課長】 

社会教育となるとスポーツのみでなく、文化を発信していかないと・・、ということ

です。 

 

【議長】 

ありがとうございました。 

各課からの事業説明に、盛りだくさんの内容がありました、頑張っていただければと

思います。 

 

次に移ります。 

（２）生涯学習計画の評価検証(まとめ) について 

 

【主事】 

皆さまからいただいた意見をページごとに集約をしています。何か修正点があれば、

次回までに事務局まで連絡をしていただければと思います。 

 

【議長】 

前回で生涯学習計画の評価検証が全て終了しました。 

 

【課長】 

皆さんの方で平成２８年度から生涯学習計画のローリングをしていただきました。平

成２５年度～平成３２年度の生涯学習計画ですが、その成果と課題を基本目標や目標

ごとにまとめていただきたいので、よろしくお願いします。 

 

【議長】 

次に、（３）社会教育委員研修について 
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事務局からお願いします。 

 

【係長】 

社会教育委員研修について説明をさせていただきます。 

今年度は研修に行きますので、日程と場所を検討していただければと思います。 

 

【議長】 

研修は６月にして、日曜にとの意見がありますが、６月１６日はどうでしょうか。 

 

（承認） 

 

では、場所につきまして、事務局から説明をお願いします。 

 

【係長】 

こちらの方からは茨城県の中央青年の家を紹介します。こちらは白州山の家のような

施設となっています。多様なイベントが開催され、見学も可能ということになります。 

続きまして、都留市まちづくり交流センターとなります。こちらは公民館と図書館が

まとまった形となっていますので、地域と密接した施設となっています。 

事務局からは以上になります。委員の皆さまからご意見あればと思います。 

 

【議長】 

様々な点を考慮した結果、茨城県の中央青年の家はどうでしょうか。 

 

（全員承認） 

 

では、社会教育委員の研修はその方向ですすめてください。 

【課長】 

報告事項に入ります。 

（１）東京都市町村社会教育委員連絡協議会定期総会 

   平成３１年 ４月２０日（土） 会場 武蔵野公会堂 

    委員５名、事務局２名 参加 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

次回  令和元年５月３０日（木）１９時～ 教育委員会室 

        ７月 ３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。生涯学習計画の評価検証については、

久しぶりに宿題が出てきました。皆さん大変になると思

いますが、２２期も残り２か月となりますので、ラスト

スパート頑張っていければと思います。 

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 


