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–会  議  録– 

会議の名 称 第２３期東村山市社会教育委員会議（第１回） 

開 催 日 時 令和元年８月２日（金）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） 

 

・杉本みさ子議長・片岡  了副議長 

・吉満あ洋子委員・桑名  淳委員 

・福島あ真理委員・上田 幸夫委員 

・伊藤あ二葉委員・森田 明美委員 

・小山 武士委員 

 

 村木 尚生 教育長 

 野崎  満 教育部 部長 

 田中 宏幸 教育部 次長 

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 

 

・桑原ああ純委員 

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）委嘱状交付 

（２）あいさつ（教育長） 

（３）自己紹介（委員、事務局） 

 

２．協議事項 

（１）議長及び副議長選出（あいさつ） 

（２）第２３期のスケジュール案について 

（３）その他 

 

３，報告事項 

（１）令和元年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会第１回理事会 

（２）令和３年度関東甲信越静社会教育研究大会（東京大会）実行委 

   員会 

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２３期東村山市社会教育委員会議の第１回目ということで始めさせて

いただきます。最初に委嘱状の交付を村木教育長よりしていただきますので、よろし

くお願いします。 

 

●教育長より各委員に委嘱状が交付されました。 

 

【課長】 

それでは、最初に村木教育長からごあいさつがありますので、よろしくお願いします。 

 

【教育長】 

皆さま、こんばんは。 

４月からこの職を拝命されまして、大きな責任を感じているところですが、東村山の

これまでの良さを活かして、更に充実出来るように取り組んでいきたいと思います。 

２３期にみなさんには、第２次の生涯学習計画の策定という大きなお仕事をお願いす

る事になりますが、この１０年間取り組む内容ということで、よろしくお願いいたし

ます。 

 

●各委員、事務局より自己紹介がありました。 

 

【課長】 

ありがとうございました。 

それでは、教育長はじめ、部次長はここで退席になりますので、お願いします。 

 

第２２期社会教育委員に第一次生涯学習計画のローリング・まとめをしていただき、

その内容を８月の教育委員会で報告させていただきました。また、第２３期社会教育

委員に第２次生涯学習計画を策定していただくということを教育委員会に報告をさせ

ていただきました。 

 

それでは、協議に入っていきます。 

 

（１）議長及び副議長選出となります。 

議長の方の立候補若しくは推薦をどなたかいらっしゃればよろしくお願いします。 

 

【Ａ委員】 

杉本委員を推薦したいと思います。 

 

【課長】 

今、推薦で杉本委員と出てきましたが、皆さまどうでしょうか。 

 

（全員承認） 

 

●議長は杉本委員に決定しました。 
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続きまして副議長になります。 

立候補並びに推薦、いなければ議長から選出をお願いします。 

 

【議長】 

社会教育に詳しい片岡委員になっていただけるとありがたいです。 

 

【課長】 

皆さん、片岡委員でよろしいでしょうか。 

 

（全員承認） 

 

●副議長は片岡委員に決定しました。 

 

それでは、正式に決定した議長・副議長からご挨拶をいただきたいと思います。 

 

【議長】 

議長という大役になりましたが、東京大会と第２次生涯学習計画策定と大きな仕事が

２つあるので、事務局と委員の皆さまと協力をして、２つの大きな事業が出来たら良

いかと思います。よろしくお願いします。 

 

【副議長】 

社会教育で一番怖いのが、マンネリ化です。活発な定例会となるように皆さんと頑張

っていきたいと思います。 

 

【課長】 

それでは、協議事項に入っていただきます。 

ここからは議長の方でお願いします。 

 

【議長】 

（２）第２３期のスケジュール案について 

事務局から説明をお願いします。 

 

【係長】 

４ブロック会議と生涯学習計画との分科会と考えていますが、１２月は交流大会があ

りますので、９月と１１月の定例会で生涯学習計画の検討をしていただければと思い

ます。また、令和２年の１月には、成人式がございます。２月から生涯学習計画の策定

の準備を行っていきまして、おおよそ分科会の方で骨組みの方をまとめていただき、

来年の５月頃には、全体会議の中で、議論をしていただければと思います。６月頃に、

東京大会の方も動き出していきますので、そちらの方の準備も進めていければと思い

ます。来年度に関しては、４ブロックの東京大会と生涯学習計画の策定が中心となっ

ていきます。こちらの方を１２月ごろまでに固めていただき、３か月ほどで策定をし

ていただけばと思います。以上です。 

 

【議長】 

東京大会と生涯学習計画策定作業部会と今年度は２つの分科会に分けた方が良いとい

う提案ですが、これは９月から行っていくか検討していただければと思います。 
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【課長】 

まだ関東甲信越静の方は、報告が挙がっていないので、まだ話す内容がありません。

報告を聞いてからなので、次から分かれていくことは待っていただきたいと思います。 

 

【議長】 

今日色々な資料を出していただきましたが、次の参考にしながら、全体で第２次生涯

学習計画を協議していくということでよろしいでしょうか。 

 

（全員、承認） 

 

東京大会の詳細が出てきたら、分科会に分けていくことになると思います。 

令和３年までのスケジュールはこちらでよろしいでしょうか。 

 

【Ａ委員】 

第１次を策定する際には、各所管から原案を出していただき、それを我々は検討し、

協議会も出来て、やり取りを行っていきましたが、今回の第２次に関しては、最初の

色々なものから検討した各項目までこちらに任せるということでしょうか。 

 

【課長】 

第２次ですが、大きな基本目標は変わりません。小項目がありますが、実際に変化し

ている部分もあります。私たちも最終的には、パブリックコメントで市民の方に意見

を問わなければいけません。それから最終決定をしていきたいという流れでやって行

きたいと思います。まず、これをどのように進めていくのか話し合っていかなければ

ならないと思います。次回は、それまでに皆さんに色々な資料を見ていただいて、ご

意見をいただき、協議をしていただければと思います。 

 

【議長】 

第１次の基本目標は変更しないで、どんな形にしていくかを本日いただいた資料を参

考にしながらということですが、たたき台等を出していかないと難しいと思います。 

 

【Ａ委員】 

小項目を整理して、これはいらないとかと言う検討がありましたので、最初の枠組み

から入っていくのか、細かい部分を行っていくかを作らなければと思います。資料を

読んでも、何を取り入れるかを分からないと難しいと思います。 

 

【課長】 

事務局で素案を出してほしいと言うのであれば、出していくようにします。その内容

を皆さんで協議していただければと思います。 

 

【Ｄ委員】 

生涯学習計画はどういう位置づけを市としては考えているかという基本的なスタンス

を提示していただいた方が良いと思います。 

 

【Ｅ委員】 

大きな課題とも取れることも出来ますし、第１次で大きな枠組みは出来ていますので、 

第２次はその修正とも考えることが出来ると思います。 
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【課長】 

基本目標と目標はこのままで、小項目の中で、変更している部分や既に無い部分もあ

ります。継続している内容や既に終了している内容もあります。 

 

【Ｂ委員】 

第１次の目標を変えないということですが、今までの会議で出た課題はどうなります

か。課題として出された内容をもう少し掘り下げ、協議をしていくのかと思いました。 

それとも第１次と第２次は別物だから、１次は１次で終わりとしてしまうと、また新

しい課題が出てきてしまうのではないかと思いました。  

 

【課長】 

第２２期で作成していただいたまとめを踏まえて、第２次が策定されれば良いと思い

ます。そのように教育委員会にも報告はしてありますので。第２２期で作成していた

だいた課題を含めて第２次を作っていただければと思います。 

 

【Ｂ委員】 

事務局にしていただくのは、クリアしてもらっていることはきれいにしてもらって、

所管が無くなっているところは整理をしてもらい、残っている課題は課題として残し

ていけば良いと思います。そのような作業をしていただければと思います。 

 

【Ｄ委員】 

柱立てをどのようにしていくかと話し合っていくということですね。 

 

【課長】 

そうです。たたき台を事務局から提示していくということです。 

 

【議長】 

生涯学習計画では、評価・検証をしている際に、被っている部分があったり、課題とし

て残っている部分があり、その辺を第１次やまとめを参考にしながら、事務局で提示

していただければ、委員の意見が出てくるかと思います。 

 

【課長】 

小項目の方は既に無くなっている部分も出てきていますので、目標１であれば、３つ

目標がありますので、どのような内容があるかを出させていただければと思います。 

 

【議長】 

事務局でまとめた内容を提示していただければ、委員がまとめや課題等を反映しなが

ら、協議していけると思います。そのような進め方でよろしいでしょうか。 

 

【Ａ委員】 

基本的な考えとして、第２次は今までに第１次の修正や評価をしていきましたので、

それを反映していくという考えにならないと、小項目を変えていこうと言われても最

終的にこのように策定していくというのが無いと難しいと思います。 

第１次の修正と考えていけば良いと思います。 
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【課長】 

今ある内容を修正や整理をして、それを第２次にする意見もひとつだと思います。 

第１次の生涯学習計画を見直すということが良いのかと思います。 

 

【議長】 

第１次計画をベースにして、第２次に向けて、事務局で提示した内容に社会教育委員

の意見をいただくということでよろしいでしょうか。 

 

【Ｄ委員】 

東村山市が抱えている生涯学習を皆さんはどのように考えているかを出し合っていか

ないとプランは立たないと思います。この２年間で真剣に生涯学習計画について議論

をしていく訳なので、計画が抽象的になったり課題とかけ離れていたりするのでは、

良くないと思いますので、東村山市の生涯学習はどの様な問題を抱えているか意見を

出し合っていくのはどうでしょうか。 

 

【議長】 

東村山市の生涯学習での課題はどんなことがありますか。 

 

【課長】 

教育委員会の方で青少年対策地区委員会という中学校区ごとに７つあります。そちら

の委員が減少をしてきているところで事業がなかなか出来ないということで、ここを

青少年の健全育成のために、また地区の委員の減少をしないような工夫がないかをご

意見をいただきたいということがあります。 

 

【議長】 

評価していく中でも課題となっていました。人材の高齢化等で不足しているという意

見が多く出ていましたが、１つ出していただいたのは青少対です。 

 

【Ｅ委員】 

委員やボランティアもそうですが、なり手が少なくなっています。こういった委員や

ボランティアの役割をみんなで評価する社会を作っていかないとなりません。宣伝と

か色々な知恵が必要かと思いますが。みんなで盛り上げていく環境を作っていくこと

が基本的な対策になってくると思います。具体的には、表彰をするといったことにな

ると思います。 

 

【議長】 

青少対のキャンプも参加者が減少し、指導者がいないという現状になっています。 

 

【Ｄ委員】 

東村山の生涯学習の課題のひとつはこの内容になると思います。 

他にも抱えていると思いますので、それを出していければと思います。 

その議題について、ここで議論をしてければと思います。 

 

【Ｅ委員】 

さっきはボランティアにつなげていったのはそういうことでしたが、委員だけの問題

ではないと思います。これは青少対だけの問題ではないと思います。 
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【Ｂ委員】 

これはこの間出していただいた課題に出していただいているので、こういうところか

ら議論を進めていけば良いのではないでしょうか。人材の不足に関しては、やはり所

管の課題でもあるし、社会教育委員が見つけた課題でもありますので、ここから拾っ

て議論をすれば一緒ではないかと思いました。 

全体で何があるかで探すことは難しいと思いますし、ここの課題を揉んでいき、それ

以外の課題が出てきたら、また協議していけば良いと思います。 

 

【Ａ委員】 

単に１つの課題であって、こういうのを拾ってくると、社会教育課関係だけでは、生

涯学習計画は多岐に渡っているので、社会教育課のみでは、出せないと思います。 

まずは所管としての課題を話し合ってほしいと思います。 

 

【議長】 

これは社会教育課としても大きな課題なので、皆さんに意見を聞けたら良いと思いま

す。生涯学習計画は全部の所管が関係するので、今までに行ってきたまとめから意見

を出し合い２次につなげていくという方向で、事務局から提案を出していただくとい

うことでいかがでしょうか。 

 

【Ｄ委員】 

社会教育関係の課題を出していただきますが、１次の場合は、環境とか色々な分野が

ありますが、２次はそこを絡めて行っていかないということではないでしょうか。 

 

【課長】 

第２次は社会教育的な内容に絞った計画の方が良いと思います。 

それは良いのかというのをこちらのみで判断することは難しいので、社会教育委員に

ご意見をいただきたいと思います。 

 

【議長】 

その内容で次回までに出していただければと思います。 

社会教育という大きな枠組みで絞っていくとしたら、評価検証の時には、被りがあっ

たので、社会教育課が中心となって、小項目の部分を精査しても良いと思います。 

 

【Ａ委員】 

前の生涯学習計画の中には、我々が分からない項目も多かったので、こちらの出来る

範囲の内容を出してくるということで、前のまとめは１次に評価検証を行うとなって

いるので、行っていきました。それを２次に引き継ぐことはしなくて良いですか。 

 

【Ｄ委員】 

その提案をして、ここで議論をしていけばいいと思います。 

 

【議長】 

社会教育的な内容に絞った計画で事務局から提案をしていただければと思います。 

 

【課長】 

では、そのような提案をさせていただきます。 
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【議長】 

その他の方はよろしいでしょうか。 

 

【課長】 

本来であれば、青少対の委員が減少をしていることを踏まえてこんなふうにした方が

いいのではないかと社会教育委員の皆さまにご意見を頂ければと思いました。 

生涯学習計画とは別に社会教育委員として皆さんにご意見をいただきたいと思いまし

て、プリントを提示をさせていただきました。 

 

【議長】 

本日頂いた資料を読んでいただき、東村山市の課題として青少対の委員の減少につい

て、大きな課題としているので、次回、皆さんにご意見をいただければと思います。 

 

スケジュール案も通ったので、次回の会議では、事務局から提案していただく内容を

協議していただくようになります。 

 

【課長】 

３．報告事項 

（１）令和元年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会第１回理事会 

（２）令和３年度関東甲信越静社会教育研究大会（東京大会）実行委員会 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

次回  令和元年９月２６日（木） 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．副議長あいさつ 色々な専門分野の方がいますので、ひとつにまとめるこ

とは難しいかと思いますが、問題や課題を共有していく

ことが大事になっていきますので、効率よく使っていけ

ればと思います。第２次生涯学習計画という大きな議題

がありますが、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 


