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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１７回） 

開 催 日 時 令和３年３月２６日（金）午後７時～９時 

開 催 場 所 東村山市役所北庁舎第２会議室 

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 

・福島 真理委員・伊藤 二葉委員 

・森田 明美委員・吉満 洋子委員 

・上田 幸夫委員・桑原 純委員 

・小山 武士委員 

 

新倉 敦子 図書館長 

朝岡 雅洋 社会教育課長 

 鈴木 貴之 ふるさと歴史館文化財係長 

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 

 

・桑名 淳委員 

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（課長、議長） 

 

 

２． 協議事項 

（１）社会教育関係団体の補助金について 

 

（２）第２次東村山市生涯学習計画策定に向けて 

 

 

３．報告事項 

（１）第５２回関東甲信越静社会教育研究大会東京大会 

 

（２）令和２年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会第２回理事会 

 

（３）令和３年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会定期総会 

 

４．閉会 

問い合わせ先 

教育部社会教育課生涯学習係 

担当者名 朝岡・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 

【課長】 

皆様こんばんは。第１７回目の会議を開催していきたいと思います。 

それでは開会に先立ちまして、議長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

【議長】 

コロナが一向に収まらずに今後どうなるかと心配になっています。今回は協議事項が

２つあるので、スムーズに進められるように皆さんに意見を出していただきながら、

協議事項を決めていければと思っていますので、よろしくお願いします。 

 

２．協議事項 

【課長】 

社会教育関係団体補助金の内容について説明します。 

ＰＴＡ連合協議会補助金は市内小中学校２２校のＰＴＡが連携を図り、市の教育の進

展のために活動しています。支出内容は総会費・研修費・活動費・消耗品となります。 

青少年対策地区委員会補助金は各地区委員会の特性を生かした青少年健全育成活動の

ために企画・立案し、実施していただいています。支出内容は消耗品・印刷費・レクリ

エーション活動費となります。 

 

【係長】 

土曜開放推進事業費については、市内小中学校の実行委員会形式で実施し、各学校に

おいて、バラエティーの富んだ事業を実施し、文化活動や学習活動、スポーツ活動を行

っていただいています、主な支出内容は、消耗品・通信運搬費等となります。 

市民文化祭については実行委員会形式で実施し、市内５館の公民館において実行委員

会を中心に企画・運営を行い、主な支出は消耗品・印刷費・活動費となります。 

ヤングライブフェスティバル実行委員会は、青少年が日頃の成果を発表する場として

市内公民館で実施しています。主な支出内容は人件費や印刷費となります。 

 

【ふるさと歴史館係長】 

文化財保護関係団体補助金で市の文化財保護条例に基づいて実施し、市で指定されて

いる無形文化財で２つの団体があり、野口雅楽振興会と６つの地区にある祭囃子の保

存会に対しての補助となります。主な支出内容は、講師謝礼、雅楽で使用する楽器等の

修理代や新しい衣装の購入などとなります。 

 

【図書館長】 

地域児童図書館について説明します。主な支出団体は久米川電車図書館ですが、電車

を使った図書寄贈活動や車両の維持や運営に必要となる図書購入費が多くを占めてい

ます。また、消耗品としては貸し出しに使用するノートや施設の光熱費や保険料につ

いても対象となっています。運営費の補助としては、活動の８割を上限としています

ので、補助金のほかに自主財源があります。 

 

【課長】 

体力つくり推進委員会について説明させていただきます。東村山市には１３町あり、

その各町において町民の健康増進及び体力向上を図るために、事業の企画運営を行う

ための補助金となっています。主な支出内容は町民運動会に必要な経費、各種大会活
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動費、会議費、印刷費などとなります。 

体育協会の補助金に関しましては、行政と市民が協働して市民の体育スポーツの振興

を推進するにあたり、事業の一部を委託し、事業費並びに人件費等を補助金として支

出しています。 

例年説明している内容を説明させていただきましたので、よろしくお願いします。 

 

【Ａ委員】 

ヤングライブフェスティバルとかでの公民館の会場費はどうなっていますか。 

 

【係長】 

市の共催をしているので、市で会場確保を行っています。 

 

【Ｂ委員】 

実行委員会というのはどう組織されていますか。 

 

【係長】 

参加する団体で実行委員会形成し、会議を開催して実行委員会を結成していきます。 

 

【Ｂ委員】 

ただの実行委員会に対する補助金であれば、社会教育関係団体と性格が異なると思い

ます。令和２年度については補助金を使用しましたか。 

 

【課長】 

今年度はコロナの関係で中止とさせていただきましたので、決算額は０円となります。 

 

【Ｂ委員】 

電車図書館の団体は、団体名といくつの団体がありますか。 

 

【図書館長】 

前はいくつか団体がありますが、現在は久米川地域児童図書館の１団体のみです。 

 

【Ｂ委員】 

土曜開放推進団体補助金ですが、推進団体とはどんな団体になりますか。 

 

【係長】 

地域の人や保護者で組織されている実行委員会で、学校で団体の性質は異なります。 

 

【Ｂ委員】 

学校ごとに個別に補助金を出され、計画を出されていますか。 

 

【係長】 

学校ごとに計画を提出していただき、活動内容についても計画書に掲載しています。 

 

【Ｂ委員】 

通常土曜開放推進事業を活動するために組織されていると思います。その個別の団体

に対して、補助金を出してよいかを評価することと性格が異なっていると思われます。 
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体育協会については、どのような補助となっていますか。 

 

【課長】 

市と協定を結んで、人件費の補助や体育協会が事業等を運営する補助になります。 

 

【Ｂ委員】 

社会教育関係団体補助金で団体がそのお金を使うかは自由になります。ある事業につ

いて事業運営を体育協会に依頼をしているので、委託費になると思います。 

 

【Ｃ委員】 

体育協会と市で協定を結んで、行政から 7 つの事業を委託されて委託費があります。

委託された事業を展開するために人件費が必要になっていきます。他にも事業関係も

あり、体育協会独自に行われている内容や市との共催内容もありますので、そちらの

事業費もかかってきています。補助金といっても委託事業に関わる補助金になってい

くので、他の団体補助としての性質とは若干異なると考えます。 

 

【Ｄ委員】 

今言われたことはここで結論が出ないので、違うという意見も比較しながらも、内容

についてはよろしいのではないでしょうか。 

 

【Ｂ委員】 

社会教育を推進していくために、日常的な活動があって、その一環に土曜開放事業を

行い、今度はいろんな活動の幅を広げていき、その地域の団体活動に社会教育関係団

体として認められているかどうかとなります。団体の性格が開放事業そのものだけに、

それに特化した内容となれば、その開放事業が無ければ、何も行われないとなります。

社会教育関係団体として、議論する対象なのかということになります。 

今回の内容は今後検討していくことでよろしいかと思います。 

 

【議長】 

補助金についてはこの予算で行っていただくことでよろしいかと思います。今後時間

をかけて事務局で精査をしていくことで、説明ができるように行っていただくことで

よろしいかと思います。 

 

第２次生涯学習計画策定に向けてとなります。 

 

【主事】 

それでは協議事項２番の生涯学習計画について説明をさせていただきます。 

本日は今までに皆様に作成していただきました生涯学習計画の内容について確認をし

ていきたいと思います。以前の内容からの変更点について説明をしたいと思います。 

生涯学習の内容を説明するために、生涯学習の概要について最初に持っていきました。 

続きまして、計画の期間の部分になって、第２次生涯学習計画は第５次総合計画が上

位計画に来るという内容に修正して、見直しについても修正を入れていきました。 

続きまして、統計データの内容について、市のみの内容として、東村山市の特色を出し

ていくようにしていきました。データも変更できるものは変更するようにしました。 

次に社会教育事業の内容や社会教育施設利用状況について一部修正しました。 

３章以降ですが、最初に第１次生涯学習計画の成果と課題で以前に作成していただい
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た内容を参考に作成し、次に計画の基本構想となり、計画の方向性と基本目標ごとの

内容となり、基本目標については第１次生涯学習計画を踏襲していく形にしました。 

本日は１章から３章までの大枠について決定したいので、よろしくお願いします。 

 

【議長】 

協議事項に入っていきます。生涯学習推進上の課題については施策の体系化につなが

ると思います。課題を踏まえた方向性についてもご意見をいただきたいと思います。 

 

【Ｄ委員】 

文章の訂正は後ほど確認していくということでよろしいでしょうか。 

 

【主事】 

細かい文言等はご意見として後日いただければと思います。 

 

【Ｅ委員】 

前にある統計資料や現状から課題につながると思いますが、何か課題なのかが統計を

見た中で分からず、課題につながっていないと思います。 

 

【Ｄ委員】 

ここの第１節は今の社会教育行政の現状となっています。 

今の東村山市の現状ということで、社会教育行政事業や公民館等の利用状況などの基

礎的な情報を入れて市の社会教育行政の情報を入れたのではないでしょうか。 

 

【Ｂ委員】 

現状を踏まえたうえで、課題がはっきりとするわけなので、現状を踏まえて課題を共

有できるようにすればよいかと思います。各委員の得意部分を見ていくと、自動的に

課題が見えてくるのではないのでしょうか。 

 

【議長】 

課題についてはそのままにして、現状の内容を踏まえて、検討すればと思います。 

次は第３章２節の基本目標の内容となります。 

 

【Ｄ委員】 

第１次の内容と比較していきました。中身も基本的には良いかと思いますが、基本目

標２「多様な生涯学習の展開と支援」にもう少し文化・芸術・スポーツとかという内容

を入れた方が良いと思います。基本目標３で出てくる地域人材ということですが、地

域人材という文言についてはもう少し考えた方が良いと思います。また、生涯学習活

動をしやすくなる支援や地域人材、生涯学習を通じて活動をしやすくするという表現

は修正が必要だと思います。 

 

【Ｂ委員】 

全体としてＳＤＧｓとの関係性が話題となっていて、様々な人、困難を抱える人やそ

れぞれの立場の違いにある人にきめ細かな生涯学習支援を行っていくという学習者の

主体となる文章にして、いろんな話題としていろんな主体市民が見えるような内容が

あればと思います。そのような全体的な内容が出てくれば良いかと思います。 
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【Ｆ委員】 

先ほど、統計資料が活かされていない課題になっているのではないのかという話だっ

たと思います。地域の課題と行政の課題が同じになっていると思われます。 

 

【Ｂ委員】 

社会教育施設の利用状況から見る状況となり、特定の人しか利用がされていないのか、

図書館とかの利用は広がりが見られるなどの内容が見えてくれば良いと思います。 

 

【Ａ委員】 

課題については、いま議論していくのではなくて、もう少し現状を把握してから考え

ていければと思います。流れとしては、現状の内容を入れていただき、現状によって、

どのような課題あるかを入れていくべきなので、そこが出てこないとはっきりしてい

かないと思いますので、そこはそのように進めればと思います。 

 

【議長】 

次に施策の体系化ですが、以前協議した内容で３つの案が出ています。 

 

【主事】 

目標部分が抜けているところが大きな違いとなります。目標を抜いた理由は第 2 次生

涯学習計画については、第 1 次生涯学習計画よりスリム化し、目標と小項目の内容も

類似しているので、目標の可否について検討をお願いできればと思います。 

 

【Ｂ委員】 

もう一度この内容で良いかをフィートバックしていくということになりますが、方向

性について仮説的な議論を多くしたので、それを深めていくためにも現状と現状を踏

まえた課題、課題を踏まえた方向性にしてもよろしいのではないかと思います。 

 

【Ｆ委員】 

目標というのは踏襲しているもので、小項目はこれから作る新しさを打ち出している

と思います。何が違っていくのかが一番大事になっていくかと思います。 

 

【議長】 

小項目はこれからの具体的な新しい内容で、こちらについても現状課題をしっかりと

捉えていければ目標の必要性も見えてくると思います。 

最後の施策の体系化についての内容について確認したいと思います。 

 

【Ｄ委員】 

多様な人権を理解する学習の創出については全ての人がということで、人権学習でこ

の項目のみだと子どもだけになっています。全ての人が学び、人権を尊重する学ぶ機

会の推進という形で、その方が大人も子どもも人権について学習すると思います。 

 

【Ｆ委員】 

多様な人権の子どもとは色んな子どもがいて、障害がある子どもや女性・外国人もあ

ります。子どもの頃からの人権教育が非常に重要ということにも考えることが出来ま

す。子どもということで全てのルーツになると思います。 
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【Ｄ委員】 

コロナの時代を見ても、大人の世界でも色んな問題が起きています。子どもも大事で

すが、大人も学んでいくということを入れてほしいという思いがあります。 

 

【Ｅ委員】 

子どもの権利に向けたということで、子どもが権利を学ぶという風に捉えられている

と思いますが、子どもたちが自分の権利も学ぶ内容も含めてほしいです。 

 

【議長】 

子どものみではなく、多様な人となっていて、人権教育は全ての人になると思います

ので、そこも踏まえていければと思います。 

今いただいた意見を踏まえながら修正できればと思います。 

 

３．報告事項 
 

（１）第５２回関東甲信越静社会教育研究大会東京大会 

 

（２）令和２年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会第２回理事会 

 

（３）令和３年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会定期総会 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  次回 ４月２３日（金）１９時～ 北庁舎第２会議室 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

４．閉会 

●副議長よりあいさつ 

 

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 


