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令和元年度調布市社会教育委員の会議第５回定例会 議事録 

 

１ 日 時  令和２年１月２８日（火）    午後３時００分から午後５時００分まで 

２ 会 場  調布市教育会館２階２０１会議室 

３ 出席者 ８人 

篠﨑議長，荒井委員，菊池委員，進藤委員，西牧委員，新田委員，細川委員，矢幡委員

（欠席者２人：宮下副議長，田村委員） 

４ 傍聴者 

２人 

５ 議 題 

(1) 協議事項 

ア 令和元年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会第５ブロック研修会について（資料

１） 

(2) 報告事項 

ア 東京都市町村社会教育委員連絡協議会交流大会について（資料２） 

イ 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令和元年度第３回実行

委員会について（資料３） 

ウ 令和２年度調布市社会教育関係登録団体活動事業補助金事前調査集計結果について

（資料４） 

エ 令和２年度学習グループサポート登録希望団体調査結果について（資料５） 

オ 令和２年調布市成人式について（資料６） 

カ 令和元年公民館運営審議会第６回定例会について（資料７） 

キ 杉の木青年教室ディスコパーティーの開催について（チラシ） 

ク 令和元年度調布っ子夢発表会の開催について（コラボ１１月２０日号） 

(3) その他 

６ 議事録 

(1) 協議事項 

協議事項ア  

令和元年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会第５ブロック研修会について（資料１） 

〇篠﨑議長 

皆さん，こんにちは。令和２年になって初めての会議で，本日はいろいろ話し合えるチャン

スなので，皆さんと話し合えればと思う。それでは，議題に移りたい。まず(1)の令和元年度東

京都市町村社会教育委員連絡協議会第５ブロック研修会について，事務局に説明をお願いす

る。 

〇事務局 

本件は，１１月２４日に実施済みのため報告案件の予定であったが，後ほど採決を採ってい
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ただきたいことがあるため協議事項とした。では，まずは研修会の実施報告として，資料１－

１を確認いただきたい。こちらは，都市社連協へ研修会の実施報告として提出した資料であ

る。実施日は昨年の１１月２４日（日）１４時から１６時２０分，場所はグリーンホール小ホ

ールである。当日の参加者人数は，社会教育関係者として第５ブロック各市の社会教育委員と

他自治体の社会教育委員の方々からご出席いただき合計４６人である。また，出演者枠も含め

一般観覧者が４２人で，合計で８８人の参加者であった。当日，全体討議で意見交換等をされ

た内容について，後ほど委員の方々から報告や意見交換をお願いしたい。 

続いて，資料１－２を確認いただきたい。こちらも，都市社連協に提出した会計報告であ

る。研修費として受領金額６万円，使用額は６万４，２２１円であった。使用額の内訳は，裏

面の精算票のとおり，主に大道具代等である。 

都市社連協には，あかね役のヘアカラー代が研修費を超えるため，実費負担であると伝えて

いた。そのため，あかね役の方へは，大道具等購入費残額と保険料の払い戻し分の合計で 

２，５００円ほどお渡しする予定だったが，先日，都市社連協の役員会が開かれて，その際

に，第１ブロックから第５ブロックまでの研修費の残額をこの金額に充てるという決定がされ

たとの連絡を受けたので，あかね役の方が支出したヘアカラー代４，８８０円全額をお渡しで

きることとなった。現在，清算報告書の再作成をしているので，本日は示せる資料がないが，

キャストの実費負担となっていたヘアカラー代をお渡しできることとなった，という報告であ

る。研修会の報告については，以上である。 

〇篠﨑議長 

第５ブロック研修会については，皆さん大変お疲れ様でした。まずは，それについて委員の

皆さんにご意見を聞き，それから今後どうしていけばいいのかと提案していきたい。ちなみに

この間，昭島市の社会教育委員の方々がこの演劇方式がすごく気に入ったというお話で，これ

からそれを検討していくと言っていた。もしかしたら，あちらで演劇をやることになるかもし

れない。 

では，菊池委員いかがでしょう。 

〇菊池委員 

今回は経過を見ることができ，それが最後に出演者の感激になったことが良く分かって，自

分自身も劇にのめり込んだ。篠﨑先生のご苦労も目の当たりにして，創り上げていくという大

変さと達成感を同時に自分自身に経験させていただき，貴重な体験となった。 

〇篠﨑議長 

お疲れ様でした。菊池委員には，稽古場で役者が間違えた台詞をチェックしていただいた。

ありがとうございました。では，進藤委員どうぞ。 

〇進藤委員 

皆さん，本当にお疲れ様でした。菊池委員は練習に何度も参加されていて，宮下先生は音響

担当だったので毎回練習されていた。皆すごいなと思った。私も練習を１回見せていただい

て，篠﨑先生がずっと言われてきた「演劇は人を育てる」というのを目の当たりにした。出演
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者が回を追うごとに，単に上手になるだけではなく，自分自身との闘いを含めていろいろ学ん

で成長されていく。やはり社会教育なんだなとすごく実感した。前回までの２回にも参加した

が，今回は手作り感があって一番楽しかった。大道具を作るのに，皆さんと一緒に小さい鋸で

一生懸命切ったりした。これをやると委員の方と近しい感じになるし，社会教育委員が社会教

育的な取組を行うことに意義があると思った。ありがとうございました。 

〇篠﨑議長 

ありがとうございました。西牧委員はいかがでしょう。 

〇西牧委員 

私は学校の現場に長くいたので，脚本がすごく良くできていると思った。そこに出てくる不

登校の男の子と髪の毛を染めて怒られた女の子が「本当に自分はダメなんだ」と思っている。

大人から見るとそんなことを思わなくていいんじゃない，と思うのだが本当に傷付いていて，

大げさにいうと生きている意味がないと思っている。演技もものすごく上手であった。私も１

回だけ稽古場に行ったが，演技は上手いが台詞の読込みがまだまだ，という役者さんに篠﨑先

生がヒントを出す。こうしろというのでもないし，ああしろという指示でもないが，その指示

が稽古の時はすごく良かった。私が一番に考えたことは，この演劇は１回で終わるのはもった

いないということ。教育関係者とか子ども達に見せてあげたいし，それだけの力量を持ってい

るので，どこかでやらないともったいない。今の子ども達が置かれている状況というのが分か

ると思う。 

〇新田委員 

私は当日だけの参加だったが，やはりこの演劇というのは，それなりの人材と，いろいろな

方々が一つにならないとできない。他市の方が「良かったからうちでもやる」という簡単な話

ではないというのが実感である。本当はちゃんと予算をつけて行わなければならない内容だと

思う。 

〇細川委員 

私も事前の準備にはほとんど関われず，唯一，前日の大道具作りの手伝いをした。久し振り

に鋸や金槌を持って楽しかった。そこでやっていて思ったのが，演劇というのは正直あまりメ

ジャーではないし，多くの人がそんなに観たり関わることが少ないと思うが，実際にほんの少

しでも関わってみて，「参加するものなんだな」ということが分かった。皆で創っていくものだ

なと。観ているだけだと演者しか見えないが，実際に裏方の仕事をしてみて，事前の稽古を見

れたら本当に面白かったのだろうな，ということを感じた。当日は演技を見ることができず大

変残念だったので，改めてどこかで見れるといいなと思っている。 

〇矢幡委員 

私も当日と前日しか参加できなかった。今回は大道具も細部までこだわり，照明もプロに近

いくらいにこだわり，出来上がりを見て非常に感激したが，あれを創り上げるのはプロじゃな

いと出来ないと思った。ただ，子ども達には観てもらいたいなとは思うが，実際にお金がかか

っていたので，なかなか難しいことだと思う。「演劇を学校の教育に」とまではいかないが，舞
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台で大きな声でしゃべることだけでも良いと思うので，是非そういうことが出来たら良いので

はないかと感じた。ありがとうございました。 

〇篠﨑議長 

皆様のご意見をいただいた。やはり演劇というのは，人間のあらゆる角度からその人物の見

所を出していくことが出来るジャンルなので，これから何らかの形で演劇を使って社会教育の

幅広い部分に役立つ気がする。それでは，事務局の方でＤＶＤの話をお願いする。 

〇事務局 

ＤＶＤの話をさせていただく前に，今，各委員から演劇部分についてのご感想は伺ったの

で，研修会で各自治体と意見交換をされた内容について伺いたい。 

〇菊池委員 

皆さん感激したという声がとても多かったが，自分のところではとてもできないという感想

も聞こえてきた。出演された女性で，懇親会の場で感激して嗚咽を漏らした方がいた。先ほど

西牧議員が言っていた最後の練習の場で，「篠﨑先生からの一言が，今日の演技に繋がったん

だ」と言っていた。それが何だったのか知りたいと思った。「こんなに変われるものか」と思っ

たらしく，先生役の方がそのようなことを言っていた。 

〇進藤委員 

マイクを持って回っていたので，まとまって話し合いを聞けなかったが，断片的に聞こえて

きた話で，前回，前々回演劇をやってきて，今回が一番観客の方に「ちゃんと正しく，受け取

ってもらえた」というコメントが多かったと思う。 

〇西牧委員 

前回の話し合いの時は，あまり参加できなかったが，いっぱい意見が出て，演劇に触発され

たということを聞いていた。しかし，今回の皆さんは「思いはあるけれども，黙ってこのまま

この思いを持って自分の家に帰りたい」という方が多かった。そういった余韻の部分の影響が

違った。どちらかというと，悲しいという余韻に浸っていた。前回と違った。 

〇進藤委員  

社会教育委員の参加者が多かった気がするが，前回よりも少なかったのか。 

〇事務局 

人数的にはいつもより少なかった気はする。しかし，第５ブロック以外の方にもお声掛けを

していたので，他の自治体の方も参加されていた。 

〇西牧委員 

司会として，皆さんに感想を聞いていたが，素朴な感想のために手を挙げるのをためらって

いた方が多かった気がする。最初は「発言が多岐に渡って整理しなくてはいけないかな」と

か，あるいは「不登校の原因は」「家庭の原因は」という論争になってしまったら困るのでは，

といろいろな心配をしていたが，どちらかというと「遠慮しないで言って下さい」と意見を引

き出すことが大変であった。社会教育委員の皆さんが近くに座っていたので，困った時には委

員の皆さんに振って議論を活性化でき，司会として助かった。その中で一つ印象に残ったの
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が，「子ども達には役割を与えることが大事だ」という意見であった。今，私達の周りにはいろ

いろな困難を抱えたり，家庭に困難を抱えたりする子がいる。それを私達がサポートしようと

思うのだが，人というのは一方的にサポートされたり支えてもらったりすることは重く感じ

る。そうではなく，それをどこかで返したいという強い思いがあるので，その人達が誰かを支

えるという場を提供することが大事。だから「役割」というキーワードが出たのは，予想して

いなかったキーワードであった。「自己肯定感」や「居場所」とか，いくつかの言葉を聞いて台

本を読み直してみると，やはりあった。不登校の男の子が昔話を教えてあげたり，茶髪の子に

手紙を書くのを教えてあげたり。逆に茶髪の子も自分の村のお祭りのことを教えるとかお面の

絵を描いてあげるとか。ただ教えるとか，あなたより偉いということではなく，ダイナミック

な人間関係の中で，「誰かのために役に立って，何かができた」ということで自分を取り戻す，

信頼関係を取り戻すのだ，そういうことに気が付いた。社会教育の場に「役割」ということが

大事である。 

〇篠﨑議長 

『トシドン』自体が社会教育そのものである。 

〇事務局 

議長に作成いただいた報告資料の中にも，地域ぐるみで子どもをサポートする体制・役割が

あったとの記載があった。そういう話をされていたのかなと思う。私も大道具の解体で議論に

参加できなかったので，皆さんが当日どのような議論をしていたのか気になっていたので，話

を聞けて良かった。 

〇西牧委員 

地域が担っていた役割が変わってきており，その再生という中で社会教育が出てくる。伝統

的な行事があった時などにその気付きがあったり，言語化されていないが，そう感じた。 

〇新田委員 

皆さんおっしゃっていたのですが，演劇のインパクトが強くて，あの後すぐに「さあ,皆で全

体討議をしましょうよ」と言っても，「えーっ」という感じであった。何をどう討議するのか

と。皆さんそれぞれ感じた余韻で十分だったのかなという感じがした。前回，私は見ていない

が，いじめがテーマだったと聞いている。それを実際に見に行った方のコメントを聞いたが，

「あれはいじめの捉え方が違う」とその辺の議論をする人もいたが，今回はそうではなく，か

なり良かったのではなかったのかと思う。それと全体討議と上手にコラボできなかったかもし

れない。 

〇篠﨑議長 

矢幡委員いかがでしょう。 

〇矢幡委員 

私も解体作業をしており，討議の場にいなかった。 

〇篠﨑議長 

荒井委員いかがでしょう。 
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〇荒井委員 

周りの人といろいろ話をしたが，私はあれを見て，その場で何かを，というのはなかなか難

しい。もっと深く考える時間も欲しかった。今回のテーマに挙がっていたことが，重いもので

あったので。そのことについて，各地域で問題に絡めて行っている事業等を今回出してもらっ

た。そういったことも引き続き話をしながら，何かもう少し一歩先に進める何かを社会教育委

員としてやっていけたらと思った。 

〇篠﨑議長 

『トシドン』の前にやった芝居が，いじめの問題に対してある一つの方向性を逆にはっきり

見せるという芝居で，そのために自殺をする，死ぬということで，見終わった方々から大変な

反響であった。私は前回あれだけ反応があったので，今回もいろいろ出てくるのかなと思った

が違った。今回はドラマをじっくりとご覧になった方々が多かったので，その方々が二人の中

に入り込んでいって考える，という状態になった。だから，あの二人にいろいろな同情が起き

ているというような，芝居が終わった時に観客席にそのような感じが流れていた。だから，討

論するのは厳しいかなと思っていた。司会の西牧委員がどのように伝えられるかなと思ってい

たが，結果，意見があまり大きく動かなかったのは，逆に言うとそれぞれの方々が登場人物に

しっかりと入り込んでいたからではないかと。前回は逆で，死ぬなんてダメだという意見が多

かったので，いじめに対する意見が非常に強く出されたのではないかなと思う。どちらがいい

のか私も分からないが，前回は皆さんの意見が強かった。 

〇進藤委員 

その前の『めろん』の時は，お父さんが何時もいない女性だけの家庭の風景で，お父さんの

扱いが雑で，傷付いたお父さんがいなくなったりする。ちょっと違うところで話が盛り上がっ

た。演劇の本質ではないところでの話がいっぱい出て，学校は何をしているんだということが

出ていたりした。今回も少しあったが，先生達もしょうがないのだ，ということが分かる描き

方に今回はなっていて，そこまで強い反発はなかった。問題提起としていろいろな人を刺激す

る内容の芝居と，今回のように内面に入っていく芝居と，違うのだなと初めて感じた。今回は

皆さんが切ない思いになったのだと思う。 

〇西牧委員 

他市委員の方で，自分のお子さんが小学校の時に不登校になったことがあったそうだが，「こ

の話し合いは良かったですね」と帰って行かれて，私はその一言で救われた。 

〇進藤委員 

今回は皆で「ちゃんとこの芝居を共有した」ということを確かめて帰られたと思う。いろい

ろな意見があって戦わせるというのではなくて。でも，演劇を見た後は誰かと絶対にしゃべり

たくなる。そういう意味では，皆さん満足されたと思う。 

〇篠﨑議長 

別の会議でこの映像を５分だけ流したが，それを見て皆さん思い返して泣いていた。５分で

泣いてしまった。そういう意味では，皆さん良く心の中に残していらっしゃるのだと思った。
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では，映像（ＤＶＤ）の議論を進める。 

〇事務局 

今回の協議事項として，研修会の開催にあたり，一般市民の方から問い合わせをいただい

た。内容としては，『トシドンの放課後』を観に行きたかったが，その日はどうしても都合がつ

かないので観に行けない。記録として，映像として録っていないのか，という問い合わせだっ

た。事務局としては「今回，記録映像として録っているが，その取扱いは社会教育委員の方々

の研修の一環としての演劇なので，委員の方々と相談いたしたい」という回答をしている。こ

のような質問が市民の方からあったので，本日，委員の皆様には，映像をどうするかというこ

とをご検討いただきたい。事務局からの提案ではあるが，市役所の４階に公文書資料室という

場所があり，そちらで社会教育委員の会議資料や議事録を一般公開している。今回は研修会だ

ったので公開は予定していなかったが，もし映像の提供が可能ということであれば，貸出しは

行っていないが，公文書資料室にパソコンがあるので，その場で見ることはできる。その部屋

に行けば見ることができる。その辺りも含めて，研究会の記録映像を公開とするのか，それと

も今回は研修会なので非公開とするかを本日ご検討いただきたい。 

〇篠﨑議長 

このように事務局から提案があったが，責任者的な立場の私としては良いと思う。ただ，こ

れはかなり面倒な手続きが必要になる。というのは，今の時代はキャストとスタッフ全ての方

に承認の文書にサインをもらう事が必要であるからだ。ＤＶＤをその場で見るのであれば問題

ないと思っている。是非やっていただきたいと思う。ＤＶＤをパソコンで見るという事だが，

ブロードウェイの場合，スマートフォンで撮ったり，いろいろな事が出来ないよう，その映像

を見る時に横に警備員がつく。だから記録映像を見る場合は，ものすごく厳重である。調布市

ではダビングされたりすることはないのか。 

〇事務局 

ダビング機能はないが，確かに，必ず脇に立っているわけではないので，スマートフォンで

撮られてしまうという懸念はある。ただ，公文書資料室という場所の構造上，廊下を挟んで職

員が常にいるという状況で，閉じている部屋ではなく撮っていると必ず見えるので，その辺り

はクリアできるかなと思う。 

〇篠﨑議長 

皆さんがよろしければ，公開するという方向でよろしいか。 

〇進藤委員 

スマートフォンはしまった状態で見て下さい，という案内をすることで良いのでは。 

〇事務局 

承認文書のサインのやり取りのノウハウがないので，フォーマットがあればご提供いただき

たい。役者３人からサインを受ければ大丈夫か。 

〇篠﨑議長 

照明や全てのスタッフ全員分が必要である。普通は出演者よりもスタッフのサインが絶対条
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件である。ブロードウェイだとオリジナルスタッフがサインをしない限りは絶対に誰も見らな

い。 

〇事務局 

社会教育委員も該当するか。 

〇篠﨑議長 

照明のプランナーや音響のプランナー等プランナーのみで良い。大道具等を作った方は不要

である。 

〇事務局 

照明の方や音響の方との連絡やり取りについては，どなたが行うようになるか。 

〇篠﨑議長 

それは全部自分がやる予定である。 

〇事務局 

では，篠﨑議長と相談させていただきながら，サインのやり取りは進めさせていただく。Ｄ

ＶＤを作成いただくのはどなたになるか。 

〇篠﨑議長 

映像は私のところにある。 

〇事務局 

ＤＶＤの作成とサインのノウハウは議長と相談させていただき，一般公開の方向で対応した

いと思う。では，協議事項アについての東京都市町村社会教育委員連絡協議会第５ブロック研

修会については以上となる。皆さんにおかれましては，昨年度からの準備期間も含め，本当に

お疲れ様でございました。本件は，本日で終了となる。皆様，ご協力ありがとうございまし

た。 

 

(2)報告事項 

報告事項ア  

東京都市町村社会教育委員連絡協議会交流大会について（資料２） 

〇篠﨑議長 

では，（2）報告事項のアについて，事務局に説明をお願いしたい。 

〇事務局 

概要だけお話させていただき，当日ご出席いただいた議長と菊池委員から当日の会の内容や

感想等をお願いしたい。資料２の令和元年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会交流大会・

社会教育委員研修会について，令和元年１２月１４日に三鷹市で開催がありました。今回のテ

ーマが「学びと活動の循環をつくる～『つながり』と『地域課題の解決』を促す社会教育の推

進」とうことで，第１部，第２部と別れて大会が開催され，第１部は交流大会として各ブロッ

クの幹事市から研修会の報告があった。第２ブロック幹事市からは篠﨑議長にパワーポイント

や映像を使って報告いただいた。第２部社会教育委員研修会では，今回は講師の青木一郎氏に
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よる「日本の伝統文化 能を楽しむ～舞を見て謡を体験しよう～」という講演会が行われた。

能楽師の方で能の世界の話や，実際に皆さんで謡う体験があって趣向を凝らした会であった。

第１ブロックから第５ブロックの研修資料があり，資料はすべて印刷してある。２４ページま

でが配布資料で，一番最後には議長に作成いただいたパワーポイント資料を添付してある。 

〇篠﨑議長 

菊池委員いかがでしょう。 

〇菊池委員 

第１ブロックは台風で当日開催されなかった。繋がりという意味では，地域や学校などの繋

がりを重視して活動していらっしゃる。それぞれ地域で特色を出した活動が報告された。調布

市も特徴がある活動の報告を篠崎議長からお話しいただいた。謡は初めての経験ということも

あり，世界が広がっていく感じがして，いろいろな経験というのは本当に必要だなと思った。 

〇篠﨑議長 

私もいろいろな交流部会での発表を見たが，今まで中止になったという出来事がなかったの

で，極めて特殊な出来事だったと思う。被害を受けたという話ではなく，避難場所になっていた

ので利用できなかったという理由であった。能に関しては皆さんで謡っていた状況であった。 

 

報告事項イ  

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令和元年度第３回実行委員会に

ついて（資料３） 

〇篠﨑議長 

では，事務局に報告をお願いする。 

〇事務局 

それでは，資料３をご覧いただきたい。先日１月２１日に行われた会議報告になる。会議へ

は篠﨑議長と事務局１名が出席した。 

会議内容としては，（１）～（３）の３点である。まず，（１）大会スローガンと研究主題に

ついて。今回は東京大会の実行委員である１０市がスローガンを持ち合って話し合いを行っ

た。各市の案については，次の資料になる。調布市からも案を提出したが，委員の皆様におか

れましては，年始のお忙しい中，早急の確認と連絡をいただき，ありがとうございました。各

市で活発な意見交換を行った結果，スローガンは，「明日に向け学びの輪を広げよう！～地域の

魅力 グローバル社会で再発見～」となった。意味としては，「明日」や調布市でも提出した

「未来」というワードを提案した自治体が多く，今回は「東京大会」ということだったので，

「グローバル」という言葉で「国際的な東京らしさ」を表現している。しかし，一方で多摩地

域の良さである「地域の温かみや豊かさ」も表したいという意見が多く上がり，「地域の魅力」

「再発見」というワードが散りばめられている。その他にも，オリンピック・パラリンピック

後のレガシーやダイバーシティなど新しい視点も盛り込みたいという話が出ている。その辺り

は，東京大会会長市である府中市の方が説明書きのところで記載すると話していた。また，研
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究主題については，良いスローガンができたので，今回は無しにするとのことであった。 

（２）の業者委託については，第３回実行委員会の後に旅行会社の選定委員会が開かれると

いう案内であった。こちらに関しては，本日の配布資料としていないが，調布市・三鷹市・青

梅市・府中市・昭島市が選定委員に入っており，５市で厳選なる審査を行った結果，東京大会

では，「東武トップツアーズ」に委託することとなった。 

（３）の令和２年度実行委員長及び副委員長については，都市社連協の会長市と副会長市が

務めることとなった。令和２年度は会長市が青梅市，副会長市が府中市と昭島市になるので，

それぞれが東京大会の実行委員会を引き継ぐことになった。報告事項イについては，事務局か

らは以上である。 

〇篠﨑議長 

スローガンが決まり，府中市では会場が２つに分かれ行われる予定である。東京大会なの

で，もう少し東京都が真剣にやっていただけるといいが，なかなかそうはならないようであ

る。今回，東京都から一名派遣されていたので，オブザーバーという立場ではあるが，いろい

ろな意見は伝えていきたい。それでは次のウに移りたい。 

 

報告事項ウ  

令和２年度調布市社会教育関係登録団体活動事業補助金事前調査集計結果について（資料４） 

〇篠﨑議長 

では，事務局に説明をお願いしたい。 

〇事務局 

それでは，資料４をご覧いただきたい。こちらの補助金は，社会教育関係団体に登録のある

団体のみを対象とし補助金の交付を行うものである。登録団体全２２団体宛てに通知し，９月

～１０月に申請に関する調査を行った結果，７団体から申請があった。その内容をまとめたも

のが，資料の一覧表である。資料４の表の１から７までの団体は，今年度もこの補助金の交付

を受けている団体で，引き続き，来年度も申請するとのことである。今後は，この事前調査を

もとに予算計上する。また，令和２年度に入ったら，４月にこれら７団体からの本申請を受け

付け，５月の社会教育委員の会議で審議したのち，交付決定をすることになる。社会教育登録

団体活動事業補助金の事前調査結果についての説明は以上である。 

〇篠﨑議長 

何かご質問はあるか。この表は委員の方はしっかりと見ていただきたいと思う。 

 

報告事項エ  

令和２年度学習グループサポート登録希望団体調査結果について（資料５） 

 

〇篠﨑議長 

では，事務局に説明をお願いする。 
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〇事務局 

それでは，資料５をご覧いただきたい。まずは，学習グループサポート事業について説明さ

せていただく。この事業の目的は，市民の自主的な学習活動をサポートすることにより，共同

学習・相互学習を推進するとともに，各グループに広く市民に向けた公開講座を年１回以上開

催してもらい，学習の成果を地域に還元してもらうことにある。対象となるグループは，市民

５人以上からなり，社会教育に関するテーマについて学習するグループである。学習グループ

へのサポート内容としては，公開講座で講師依頼をする際の「講師謝礼」「手話通訳者謝礼」

「保育者を付ける際の保育者謝礼の助成」そして，「市報や市ホームページへの掲載とチラシの

印刷を行う広報活動のサポート」である。来年度の登録希望について，市報やホームページで

周知を行った結果を報告いたしたい。まず，今年度登録のある１０グループのうち，９つのグ

ループから継続の届け出があり，今回は新規の届け出がなかった。子育て中のお母さん達によ

るグループからの申請が多くなってきていると感じている。予算については，この調査結果に

基づき，９つのグループ分を計上したので報告する。学習グループサポート事業に関する報告

は以上である。 

〇篠﨑議長 

ご意見はいかがでしょう。保育者については７名以上に３名ということで，もし，１４人来

た場合はどうなるのか。 

〇事務局 

この規定は，西部公民館の規定に沿っており，今のところ１４人来たことがないので，はっ

きりとした数字は言えないが，参加人数に対して一定数の保育者が必要ということであるの

で，今のところサポートするのは保育者３人までである。 

〇進藤委員 

保育者というのは有資格者なのか。 

〇事務局 

有資格者である。保育士資格もしくは幼稚園教諭資格を持った方である。 

 

報告事項オ  

令和２年調布市成人式について（資料６） 

〇篠﨑議長 

それでは，事務局に説明をお願いする。 

〇事務局 

令和２年調布市成人式について報告する。資料６をご覧いただきたい。今年の成人式は，令

和２年１月１３日に開催された。風もなく，とても良く晴れた穏やかな日であったので，新成

人達にとって，良い門出の日となったのではないか。ご出席いただいた社会教育委員の方々は

お忙しい中ありがとうございました。今年の新成人の出席者は，まず対象者は２，３５４人

（令和元年１２月３１日時点に基づく）であり，市内出席者１，１２３人，市外出席者１１１
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人，合計で１，２３４人であった。成人式実行委員会ですが，今年も２０歳前後の若者で成人

式実行委員会を組織し，企画・準備を進めてきた。 

プログラムとしては，今年も第１部式典，第２部アトラクションの演目を行った。第２部に

白百合女子大学からチアリーディング部，桐朋学園芸術短期大学から桜華乱舞の方々にご出演

いただき，成人式に華を添えていただいた。今年はオリンピックイヤーということもあり，調

布市応援アスリートのパラローイング選手である有安さんにお祝いメッセージをいただいた

り，景品にオリンピックチケットを盛り込むなど，様々工夫を凝らして実施した。 

配布物としては，今年も情報誌を作成し，実行委員が実際に足を運んで調べた市内の情報を

盛り込んだ。特に，今回の表紙は新元号「令和」の発表にちなみ，額縁に「成人」という目を

引くデザインであり，実行委員のアイディアが詰まった一冊になった。また，今年の記念品も

イオンシネマの映画チケット鑑賞券で，こちらもご祝儀袋をモチーフとし，角川大映のキャラ

クターであるガチョラがアクセントに入っており，とても可愛らしいデザインであったと思

う。調布市恒例となっている大人の階段も，当日の朝，寒い中ではあったが実行委員が一生懸

命に貼り，新成人の写真スポットとなっていた。成人式に関する報告は以上となる。 

〇篠﨑議長 

成人式に関するご意見はあるか。あれだけ天気が良かったので５割を超えるかなと思った

が，超えていない理由は何か。 

〇事務局 

具体的な理由というのは正確には把握していないが，出席しないことを選択する新成人が増

えてきたと想定される。あとは，中学校から私立学校に進学すると，私立学校で集まるという

話も実行委員から聞いている。具体的な数字の下がり具合というのは，把握できていない。 

〇篠﨑議長 

数字が下がっているというのは，演劇的にいうと動員に問題があって，もう少し詳しく調べ

た方が良いと思う。原因というのは，これまでにあるような原因であるのか。昨年にはない理

由は何か。あれだけ天気が良いのだから，普通だったら出席率はもっと良いはずだと思われ

る。 

〇事務局 

天気が良かっただけに，広場までは来たけれども会場まで来なかった。広場でおしゃべりを

している人が多かった。昨年は雨がぱらついてきて，一気に入って来た印象があった。 

〇西牧委員 

質問なのだが，他の自治体はこれから成人式を２０歳でやるのか１８歳でやるのか議論をし

ている。多摩でも表明されている自治体があった。調布市ではいかがか。検討中なのか。 

〇事務局 

検討中である。新聞にも調布という記事があったと思うが，各自治体が検討中であるが，そ

の中でいち早く，いくつかの自治体では「２０歳で開催」と表明されていた。発表された自治

体については，どの自治体も理由が１８歳であると受験シーズンや就職準備の時期と重なって
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しまうので，出席したくてもできない，という当事者のアンケートを基にしている。そのよう

なことを踏まえ，十分検討を深めていきたいというのが調布市の現状である。 

〇西牧委員 

他の自治体の様子を見ているということか。難しいところではある。 

〇事務局 

対象となる人達が出たくても出られないという式典であれば，大人や行政の自己満足でやる

べきなのか，というそちらの問題となる。１８歳でやることは，なかなか難しいのではないか

というのが現状である。ただ，発表するにあたっては，こちらの会議でも報告するが，調布市

教育委員会の総意として確認をした上で，皆さんに報告いたしたい。その時期については，も

う少し時間が必要となる。 

〇篠﨑議長 

それはどこで決めるのか。 

〇事務局 

それは教育部で決める。それと市長部局である。主催が市長と教育委員会との共催となって

いるので，市長にも諮らないといけない。 

〇進藤委員 

ある年から，もし１８歳とした時に，その年の１９歳の人が何時やったらいいのかという移

行の難しさがある。 

〇事務局 

法の施行が２０２２年であるので，２０２３年の１月の成人式の時から対象になる。その年

には１８,１９,２０の３世代が同時にやらなくてはいけなくなる。そうなると，場所がないと

いうのが現状である。そして，１８歳の子たちは出たくても出られない，晴れ着を着たくても

着られないという状況の中で果たしてやるべきなのかということを考えると，物理的に無理な

ので，「２０歳の集い」にしていきましょう，というのがいち早く表明した自治体の見解だと聞

いている。 

〇菊池委員 

式典で当事者が「早く決めてほしいね」ということを言っていた。 

〇事務局 

２０歳で出席している当事者が気になっていると。 

〇荒井委員 

うちにはまさに高校３年生がいて，とてもそれどころではない。それこそ人混みの中，イン

フルエンザにでもなったら大変なので誰も行かないと思う。 

〇進藤委員 

重なる時は３回やらないといけない。場所もないし，それぞれの学年で，ということになる

と，それはとても難しいことである。それと，飲酒と喫煙は２０歳からである。１８歳の子が

その後の流れで飲みに行ってしまうのは怖い。あと，グリーンホールは改修工事をすると聞い
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ているが，その間はどうするかという計画はあるのか。 

〇事務局 

未定である。やはり所管が市長部局になるので，まだ，情報がこちらの方に全て届いていな

い。いずれにしても，一定の時期に工事があれば，別の場所を代替施設として確保しなければ

ならないという課題がある。 

〇進藤委員 

大きい場所だと余計に大変である。他施設だと１，２年前から予約をしなければならない。 

〇事務局 

式典だけという形にして，午前と午後の２つに分けて開催することもできる。遠くまで行け

ないので，調布となるとたづくりのくすのきホールになるのかなと。 

 

報告事項カ  

令和元年公民館運営審議会第６回定例会・研修会について（資料７） 

〇篠﨑議長 

では，事務局に報告をお願いしたい。 

〇事務局 

それでは，資料７をご覧いただきたい。今回は都合により，事務局が出席することができなか

ったため，資料配付のみとなる。定例の使用状況報告と事業報告，地域文化祭について会議が開

かれた。本件については，以上となる。 

 

報告事項キ  

杉の木青年教室ディスコパーティーの開催について（チラシ） 

〇篠﨑議長 

では，事務局に説明をお願いしたい。 

〇事務局 

それでは，杉の木青年教室ディスコパーティーの開催について，資料はカラー刷りのチラシ

をご覧いただきたい。今年も，杉の木青年教室ディスコパーティーを開催する。日時は２月２日

（日），１２：２０スタートである。興味のある方はご出席いただきたい。 

 

報告事項ク  

令和元年度調布っ子夢発表会の開催について（コラボ１１月２０日号） 

〇篠﨑議長 

では，事務局に説明をお願いしたい。 

〇事務局 

それでは，資料は「コラボ１１月２０号」をご覧いただきたい。今年も小学５年生を対象に，

意見発表会を開催する。日時は，ディスコと同じく２月２日（日），１３時開会である。今年は，
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市内在学の１２人が発表する。こちらも，お時間のある方は，是非ご来場いただきたい。 

 

(3)その他 

〇篠﨑議長 

その他，ということで事務局に説明をお願いする。 

〇事務局 

前回の１１月の会議の最後に，委員の皆様から，社会教育委員の会議に関する思いを話してい

ただいた。それを受けて今回の会議では，「その他」の時間で情報共有の場としたいと考えてい

るがいかがか。委員間で意見交換の場として議論いただくという提案である。なお，会議時間は

１７時までなので，限られた時間だがその辺りも踏まえて発言を願う。 

〇篠﨑議長 

どうしても報告事項が多くなってしまい，話し合う時間が少なくなってしまう，というこの会

議の独特なところがあるが，報告のところを合理的にして，もう少し話し合う場を設けて議論い

ただきたい。 

〇事務局 

ここで何か意見交換したいことがあれば，と思い時間設定させていただいた。前回の会議で

「情報交換をしたい」という話や，「報告案件が多くなり，意見交換や議論の場があまりない」

という報告を受けて，委員の皆様に話していただく時間帯を今回の会議で設定した。 

〇荒井委員 

健全育成の委員としての意見であるが，世代交代というか，委員が同じメンバーで年齢が上が

ってきて，新しく加わってくる委員があまりいない。うちの地域では子ども会が残っていている

地域であり，健全育成で子ども会を見ているが，健全育成のメンバーはどんどん年齢が上がって

いき，子ども会は現役世代なのである程度で年齢が止まる。そこで年齢差が出てきてしまい，考

え方の違いがより浮き彫りになってきて，歩み寄るのだがなかなか歩み寄れず，活動の中で地域

とＰＴＡの方々と同じ思いで進んでいけない。そういう悩みがある。子ども会を壊さないように

しよう，と言って頑張ろうという思いはあるが，忙しい中で，子ども自身が時間をなかなか作れ

ない。子どもが参加しないので親も参加できない，ということから活動がうまく成り立っていな

いという悩みがある。解決に繋がっていない状況である。 

〇篠﨑議長 

それは，社会教育委員の全国大会でもたびたび話題になっている。どんどん年齢が上がってい

くと，だんだん下がいなくなっていく。それはどうしたらいいか，という課題をよく聞く。 

〇菊池委員 

私も２０数年間，健全育成に関わって卒業したが，荒井委員が言っていた問題は役員を決める

たびによく出てくる話題である。毎週土曜日に活動するソフトボールの団体があり，そこから指

導者を募ったり，その人達に監督をお願いする。指導者は健全育成に入っていなければならない

ので，そのために健全育成に入る。具体的な活動を通じて，若い方々に入ってもらうのが一番ベ
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ターかと思う。つい先日，見に行ったが，若いお母さん達が数人来ていた。運動できる支度をし

てきてもらい，お子さん達と一緒にソフトボールをして参加していた。具体的な活動を通してい

くのが一つの解決の方法だと思う。 

〇荒井委員 

同じような形でソフトボールをやっていて，監督は健全育成に入ってもらっている。現役が終

わるとそれを機に健全育成を抜けてしまうのでなかなか繋がっていかない。お母さん達も練習

に顔を出すし，練習の際のケガ等に対応してもらえるようその場にいてくれるが，普通のサーク

ル活動と同じような感覚で，健全育成の事業をということには繋がっていかない。サッカーやホ

ッケー，ソフトボールと同じような感覚で参加をしてもらいたいし，しっかりと皆さんに理解し

てもらうよう働きかけないといけない。そこに参加された方に，もう少し疑問を持って質問して

もらったり，知ろうという思いを持ってもらいたい。表面上のことではなく，もう少し深いとこ

ろで繋がれたらいいと思っている。そこの溝は埋まってこない。そこには埋まらない何かがある

ような気がしている。代表者連絡会の時も，地区の若い人がなかなか入ってこない。深大寺は若

い方だとは言われるのですが，中間層を飛び越えて引き継ぎをしてしまう。うまく下に伝えられ

ていないので，徐々に引き継いでいけたらいいと思っている。 

〇篠﨑議長 

他にこの課題がいい，話し合うべきだということがあったらお願いする。 

〇菊池委員 

健全育成にも定年制が必要だという話が出た。中学生や小学生と活動するので，それなりに体

力が必要となるので，ある時期に８０歳以上の方には退いていただこうという時期があった。そ

この一線をどうやって決めていこうかという話をしていた。そこの線引きは，なかなか難しい。 

〇進藤委員 

私は調布心身障害児・者親の会にずっと関わっていて，調布の親の会は若い人がどんどん入っ

てくる。何でなのかと考えた時に，やはり若い方が中心で，その方々の興味や課題を一番大きく

取り上げている。教育委員会とも密接に関係している。 

学齢期というのは実は一生の中で短い。他の地域の親の会は，卒業後のことに焦点を当てて活

動しているところが多いが，私達は障害のある子どもを持ったという特性から考えて，幼児期か

ら学齢期の子育てが一番大変である。困ったりとか迷ったりとか，その人達に活動の焦点を当て

ている。活動をしばらくやっていると，「困っていた当時に先輩達にすごく助けてもらったから」

とか，「若い人達を見ていられないからやりたい」という感じで参加してくれる。定年制ではな

いが，６０歳ぐらいまでなので嫁と姑のようにはならない。拙くて見ていられないところはある

が，若い人達の考えでシフトしていったからだと思う。健全とはまた違うが，地域の子ども達や，

地域の人や障害のある人を皆で支えていこうという考えは似ているかなと思う。これが縦割り

の繋がりですね。親の会の行事とか活動とか，事務的なやり取りだけになってしまうと，それは

なかなか繋がらない。これは先輩方が作り上げてきた形なので，社会教育的な団体だと思う。お

母さんやお父さんが繋がり，結果として，今こうなっているのはそういうことを意識されてきた
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のかと。高校生や大人になって困った時に，ここに来たら誰かに聞いてみることができる。普通

のお子さん達はそこまで困ることはないが，障害のある子を育てていると迷ったりすることも

多い。その時に井戸端会議のような，困った時に情報交換ができる場があると良いと思う。 

〇荒井委員 

お母さん達は会議がネックではないかと思う。委員のメンバーは仕事を持っているので，夜の

時間でないと時間が作れないが，夜は子どもを置いて出るのが難しい。昼間や土曜日の日中を設

定しようと思うが，深大寺独特のことだが，健全のメンバーはお蕎麦屋さんが多く，会議に出ら

れずなかなか進まない。若いお母さん達が出やすい時間を設定すると，両方に関わらなくてはい

けない委員が出てくる。今はやれる人がやっているが，それを引き継ぐ人がいるかというとそこ

はまた難しい。会議の場で話せるというのがとても良いことだし，困っていることがあれば一緒

に考えていこう，共有していこうと思うのだが，それが夜の会議では叶わない。 

地域との繋がりが必要だと感じている方は大変多くいて，その方々とどう繋がっていけるの

かという問題をこれから考えたいと思っている。日々追われてしまい，困っている事をなかなか

解決できずに一年間が終わっているが。 

〇篠﨑議長 

若い人達の考えも変わってきていて，ファミレスなども２４時間営業ではなくなってきた。必

ずしも顔と顔を合わせて何かを語る，という時代ではなくなってしまった。社会がそういう方向

にあって，メールやラインでやり取りする事で済んでしまっている。生の人間のやり取りがない

という若者が多くなってきている。そういう人達にこそ芝居が必要なのである。 

〇進藤委員 

この間台風があったが，障害を抱えている子を避難所に連れて行くのはとても難しい。まず移

動が難しい。車いすの方は大雨での移動は大変である。音が反響するのが嫌な人もいる。あとは，

人がたくさんいて入れないとか，怖いから独り言を言って「うるさい」と言われて，その場にい

ることが出来なかったなど，そういった事がたくさんあった。私達は常に地震があった時には，

戸棚等が倒れないようにして，なるべく家で避難ができるよう準備をしてきている。しかし，大

雨で一階に水が上がってくるような水害だと避難せざるをえない。大雨の中で避難をして大暴

れをしたなど，悲惨な話がいっぱいあった。災害時に避難所に行かなければいけないことが絶対

にあるのだ，ということが分かった。その時に，周りの人にどう理解してももらえるかとか，学

校だったら保健室にどうぞとか。それを不公平だという声もあったりした。そういったことは社

会教育的なことだなと。普段から地域で接していれば，歩けないんだからどうぞとか，高齢者や

赤ちゃんや妊婦さんを一番先に安全に，という感覚が地域の繋がりがないと起こらないのだな

と改めて思った。そういう社会的教育の繋がりがないと，避難所も大変なことになってしまう。

そこも大変興味があるところである。 

〇西牧委員 

演劇に子ども達が触れるという機会についての提案である。どこかに観せに行くことはある

が，イベントのように皆で創り上げることは極端に少ない。学校はどうかと経験から言うと，演
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劇鑑賞教室が結構たくさんあった。演劇団がいっぱい回ってきた。そういうことは結構やってい

たが，すごく良かった。大きなトラックがやってきて，そこでパタパタと組んで。演劇鑑賞教室

の費用を教材費のように徴収していたら，それはダメと言われたことがあった。文化的資本と言

って，家庭の経済的な格差があるとそういった体験の格差に繋がる。もし学校がやらないのなら，

調布で文化的・社会教育的な場を提供していただきたい。学校では，狂言と落語を鑑賞する会と，

オーケストラを鑑賞する会がある。でも，もう少し自分達に関わりのあるいじめや不登校の演劇

や，今の子ども達はユーチューバーの投稿を見ることが好きだが，そうではなく，生きている人

間を味わってもらいたい。補助金などを学校に出していただくとか。昔の演劇は本当に良かった。

鑑賞後，目に見えない子ども達の変化が大変あった。文化資本の格差があるので，調布で独自に

やって欲しい。うちの子どもが健全育成のソフトに入っていた時に，「調布学園」という児童養

護施設の子が野球をやりたいと言っていた。でも，野球の会費がすごく高かった。６年生であと

１年間のために今から野球の道具を揃えるのはどうかということで，健全育成のソフトに声を

掛けてくれた。半べそ状態で野球を諦めようとしていた子を地域でちゃんとキャッチした。その

話を娘にしたところ，「だから健全育成なんだよね」と言われ，なるほどと思った。誰にでも安

い値段でチームプレイという楽しさに加われる。大会の後にはカレーを作ってもくれる。ジュニ

アリーダーはあるけれども，リーダーじゃない普通の子への体験を提供することが重要である。

年に１回家族で旅行をする，ということを経済的な理由で諦めている小・中学生が５％いる。だ

から，バーベキューに行ってもどうやるのか分からない子がいたりする。まとまらないが，そこ

は社会教育であるのかと感じている。 

〇進藤委員 

能とか狂言とか，劇団四季に招待されて観に行くとか。あれはあれで楽しいのだが，子ども達

は自分達とはすごく遠い世界だと言う。教養としては実に良いし，わくわくするのも良いが，１

回観ただけでは良く分からない。オーケストラもすごく楽しいけれども，やはり自分達の合唱コ

ンクールの方が良い。自分が参加したり，友達が出ていたり，昨年の２年生が３年生になって上

手くなったりとか，やはり違うものだと私は思っている。今の話を聞いて思ったのが，演劇が自

分の学校に来てくれたり，出演者と話をする時間があったりすると良い。子ども達は思春期で，

ちょっと大人の，ちょっと年齢が上の人がどのような人生を送っているのかというのを知るの

は大事だと思う。疑似体験を含めて，演劇は本当に良い。演劇を学校に呼べるシステムがあると

良い。 

〇篠﨑議長 

いろいろと話を出していただいたので，これらをまとめながら，新たな展開が出来たら良いと

思う。他になければ，次回の日程をお願いする。 

 

７ 次回の会議日程 

日時：令和２年３月１０日（火）午後３時～５時  

場所：調布市教育会館３階３０１研修室 
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８ 閉会 

〇篠﨑議長 

皆様にご意見をいただいた事については，これから色々な形でさらに展開していければと思

う。この委員会は報告や承認が主体となっているが，これからは何らかの形で結果を出していき

たい。挑戦的にやっている他市の方々も多い。行政が企画した内容と同じ様なものを社会教育委

員が提案している。これから何らかの形で結果を出していければと思っている。本日はお疲れ様

でした。 


