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令和２年度調布市社会教育委員の会議第２回定例会 議事録 

 

１ 日 時  令和２年７月２１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 ６人 

篠﨑議長，宮下副議長，荒井委員，菊池委員，進藤委員，矢幡委員 

（欠席者３人：新田委員，西牧委員，田村委員） 

４ 傍聴者 

２人 

５ 議 題 

(1) 報告事項 

ア 令和２年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会定期総会   （資料１） 

イ 第６２回全国社会教育研究大会（新潟大会）         （資料２） 

ウ 令和２年調布市公民館運営審議会第２回及び第３回定例会   （資料３） 

エ 令和２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 （資料４） 

オ 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 （資料５） 

(2) 協議事項 

ア 令和３年度関東甲信越静社会教育研究大会東京大会分科会テーマ(案)について 

(資料６） 

イ 調布市社会教育関係団体の登録について（新規）        (資料７） 

(3) その他 

ア 調布市社会教育委員の会議規則について            (資料８） 

６ 議事録 

〇篠﨑議長 

皆さん，こんにちは。御無沙汰をしております。 

いろいろなことがこれまでにあったと思うので，後ほど事務局から説明がある。 

〇事務局  

 議題の前に報告がある。すでに，御存知の方もいらっしゃると思うが，昨年から社会教育委員

となられた細川委員が，調布市の教育委員に７月１日付で任命されたことにより，社会教育委員

の辞任を願い出たことを報告する。 

〇篠﨑議長 

では，現況についての報告をお願いする。 

〇事務局 

 これまでのコロナ禍の関係で，社会教育課で所管している事業を中心に，どのような作業をし

て，皆さんにはどのようなことをお願いすることとなったか，そういったところをお話させてい

ただく。学校については，文部科学省や東京都教育委員会の方からの通達等により，まずは児童・
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生徒の生命を第一優先にということで休校となったことは皆さん御承知のことと思う。教員及

びすべての学校関係者，学校施設を利用している市民の皆様，ＰＴＡの方々，健全育成推進地区

委員会の皆様等，いろいろな方に関係すると思うが，社会教育課で所管しているところで言うと，

学校施設の開放事業である。地域の方々等いろいろと関係があるが，やはり児童・生徒の学校教

育の再開というところに合わせながら，まずは学校教育を進めていくことが最優先である。です

ので，現時点では学校施設の開放は再開していない。現況としてはそのようなところである。 

それから，リーダー事業についても，市全体としてはやはり自粛というか，市主催事業につい

ては中止や延期を基本としてきたところである。会議でも中止あるいは書面での会議という形

式でこれまで行ってきたところである。社会教育委員の会議でも，集会での会議はまさにお会い

するのは久しぶりだなというところで，やっと状況が少し良くなってきたのかなと思いがちだ

が，このところまた感染者数が増えてきているので，いま一度気を引き締めて取組まなければい

けないのだな，と改めて思っているところである。 

また，まずは予定を立てないといけないということで，学校開放事業については，これ以上感

染者が増えないという状況を見据えた上で，２学期が始まった１週間後の９月１日に学校開放

事業を再開するという予定であることを各学校，開放運営委員長の方に通知をした。あくまでも

いろいろな予定を適宜判断して，中止にせざるを得ないものとか，延期にした方がいいだろうこ

とを適切に判断していかなければいけない。極端な話，前日でも中止と言わざるを得ない場合は

中止とするといった，そういった認識を持ちながら，今後もしっかりと市民の生命をまず優先に

判断をしていきたいと考えているところである。 

 

(1) 報告事項 

報告事項ア  

令和２年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会定期総会（資料１） 

〇篠﨑議長 

では，議題を進めたい。報告事項のアについて，事務局に説明をお願したい。 

〇事務局 

それでは，まず報告事項アについて報告する。資料１をご覧いただきたい。今年度は新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止のため，書面会議での開催となった。委員の皆様にも期限が短い中，

回答書の御提出をいただき，ありがとうございました。議案につきましては，第１号から５号ま

で会員の過半数をもって承認された。いただいた意見としては，次頁のとおりである。なお，今

回で都市社連協の会長市は，三鷹市から青梅市に交代となった。 

 

報告事項イ  

第６２回全国社会教育研究大会（新潟大会）（資料２） 
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〇篠﨑議長 

では，報告事項のイについて，事務局に説明をお願いしたい。 

〇事務局 

それでは，報告事項イについて報告する。資料２をご覧いただきたい。先般から御案内してい

るとおり，今年の１１月１１日～１３日に関東甲信越静社会教育研究大会が開催される。今年の

場所は新潟県長岡市となる。まだパンフレットのみの紹介で，正式な案内は８月になるとの事で

ある。例年，夏頃に各委員に出欠の意向調査をさせていただいたが，今年度については，令和３

年に予定している東京大会に向けた準備として，調布市は事務局も参加必須となっていること

から，今回は事務局から２人参加し，委員代表として，篠﨑議長に参加いただくこととさせてい

ただきたい。事務局からは，課長と職員１名が出席予定である。 

そのため，今回，委員の皆さんの参加が叶わないので，事務局出席分の分科会の希望調査をさ

せていただきたいと考えている。後ほど，メールにて御案内するので，希望する分科会があれば，

御連絡いただきたい。ただし，回答が様々であったり，事務局として次年度運営の参考として聞

きたい内容もあるので，調整させていただく可能性はあるので御了承ください。各分科会テーマ

については，後ほど資料２枚目を御確認いただきたい。 

なお，新型コロナウイルス感染拡大防止のため，中止となる場合がありますこと，御承知おき

いただきたい。 

 

報告事項ウ  

令和２年調布市公民館運営審議会第２回及び第３回定例会（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，報告事項ウについて報告する。資料３をご覧いただきたい。こちらの資料は抜粋し

て配付している。今回は，新型コロナウイルス感染拡大防止のため，第２回が延期となり，第３

回と併せて開催された。内容としては，公民館の職員配置や新型コロナウイルスの対応のほか，

定例の使用状況報告と事業報告になる。 

 

報告事項エ  

令和２年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会第１回理事会ついて（資料４） 

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，報告事項エについて報告する。こちらは，次の報告事項オとも案件が繋がっている

ので，併せて報告させていただく。資料４をご覧いただきたい。令和２年度第１回理事会は，７

月１４日に青梅市で開催され，議長と事務局として職員が出席した。本日は，資料を抜粋し，配
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付している。 

まず，報告事項としては，６点あった。 

（１）について，令和２年度の役員名簿，理事名簿，輪番表の説明である。 

（２）について，全国社会教育委員連合表彰者への推薦者の報告があった。今年は羽村市の方

を推薦するとのことである。 

（３）について，令和元年度の関東甲信越静の理事会として，３月に開催された会議報告であ

ったが，コロナの影響により書面会議として開催されたとのことである。内容としては，昨年実

施された埼玉大会の報告，そして，今年開催予定の新潟大会，来年の東京大会に向けた協議事項

について検討があったようである。 

（４）について，同様に令和２年度の理事会も書面会議で実施されたとのことである。特に関

係する点として，東京大会の分科会について，分科会の数は５つとし，事例発表形式２つ，ワー

クショップやグループワーク形式が３つに決定したとのことである。事例発表形式には公募か

ローテンションで行うか検討され，ローテーションで行うことが決定した。そのため，ローテー

ション表に基づき，横浜市，群馬県，茨城県，山梨県の順でアプローチしていくとのこと。後ほ

ど，テーマについては，本日の協議事項で議論していただきたい。 

（５）と（６）については，全国社会教育委員連合の総会について，各自報告があった。こち

らも，コロナの影響で書面会議での開催となったようである。関連事項としては，皆様にも年２

回お配りしている「社教情報」の値上げについて，令和元年度中に値上げの方向性で検討が進め

られていたが，今後も議論継続していくとのことであった。 

続いて，協議事項になる。 

（１）令和２年度の都市社連協ブロック研修会について，各ブロックからの報告があった。第５

ブロックについては，１１月７日か１４日を予定しているとのこと。まだ内容については，未定

であるが，今回はコロナ対応として，「グループワーク無し」「懇親会無し」「他市や一般開放無

し」「定員は会場規模の半分である５０人とする」「中止の可能性もある」とのことである。 

例年だと，この理事会の時点で各ブロック研修会内容が定まっており，理事会において承認さ

れる案件だが，今年はやはりコロナウイルスの影響で，そもそも会議が開催されていないところ

が多かったようで，今後の対応については，各ブロックに対応を委ねるとのことである。 

（２）令和２年度都市社連協の交流大会・研修会の案内があった。実施予定日は１２月１２日

（土），場所は青梅市である。青梅市で家庭教育分野で活躍されている横手氏に講演いただくと

のことである。こちらも，コロナ対応により一般公開は行わず，場合によっては中止や，人数制

限を設けることもあるとのことである。 

（３）都市社連協の総務費からの支出について，都市社連協では，共有の銀行口座を持ってい

るが，これまでキャッシュカードが無かったとのことで，ブロック研修費などのお金は，銀行窓

口にて手続きしていたが，今回キャッシュカードを作成したので１，１００円支出したので，ご

承認いただきたいという内容であった。 

最後に，理事会のその他として，関東甲信越静東京大会の分科会に関する話があった。理事会
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前の役員会で協議した結果とのことであったが，東京大会の準備に向けては，都市社連協に属す

る全市の皆さんの協力が無いと達成できないとのことで，分科会のテーマは令和３年度ブロッ

ク幹事が中心となって，各ブロックでお考えいただき，当日の準備等々含めて対応をお願いする，

というものである。その代わりに，令和３年度のブロック研修会は無しにしたいと考えていると

のことであった。 

 案件としては，この後の理事会に引き継がれたため，続けて，報告事項オの報告をさせていた

だきたい。 

 

報告事項オ  

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（資料５） 

〇事務局 

資料５をご覧いただきたい。議事としては，次第のとおり６件であった。 

（１）分科会の分担とテーマについて，先ほどの理事会から続いて，議論の末，「令和３年度

のブロック幹事市が中心となって各ブロックが実施すること」，「事例発表かグループワークか

のどちらにするか，またテーマを何にするか，各８月上旬に決めること」とのことであった。 

（２）業務委託について，東京大会は東武トップツアーズに委託することが決まっているが，

会場までのシャトルバスや研修の最後に実施される研修ツアーの可否について話し合いが行わ

れた。シャトルバスは，府中の会場が徒歩圏内であること，また，研修ツアーは，前回の埼玉大

会の際にはツアーを用意したものの申し込みがほとんど無かったため中止となった旨説明があ

り，両方とも今回の契約から外すこととなった。 

（３）開催趣旨について，１枚目の裏面を御覧いただきたい。東京大会のスローガンに沿った

趣旨を作成した旨，案内があった。修正等ある場合は７月末までに御連絡下さいとのことなので，

ある場合には７月２６日までにメール等にて社会教育課へ御連絡いただきたい。特段無い場合

は御連絡不要である。 

（４）協賛金の募集方法について，埼玉大会で行われたの実施例の紹介があり，埼玉大会を参

考に実施していくということになった。具体的な話までは無かったが，今後，都市社連の全市に

依頼があるものと思われる。資料２枚目以降，埼玉大会の案内を後ほど御一読ください 

（５）当日のタイムスケジュールについては，一番最後の配付資料を参考に，検討中とのこと

である。基調講演の講師も東京都に相談しているとのことである。 

（６）新潟大会において配付するチラシについて，青梅市のデザイナーに依頼しており，この

実行委員会においてはデザイン案の提示があった。最終決定は役員会で行うとのこと。次回は８

月下旬に実行委員会が開催予定であるので，篠崎議長に出席依頼の予定である。 

〇篠﨑議長 

令和２年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会第１回理事会と令和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に出席してきた。先ほど報告があったように，この令和３年

東京大会の時には東京大会全体の担当は府中市であるが，分科会の１つを令和３年度第５ブロ
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ック幹事市である狛江市が担当することになるので，本日，協議事項として分科会のテーマを協

議し，それを狛江市へお渡しする。そのあとは狛江市が第５ブロックをまとめて，テーマを決め

ることになる。新潟大会のパンフレットにテーマを載せなければならないため，時期が迫ってお

り，８月上旬までに各ブロックで結論を出さなければならないということである。この後の協議

事項で本日決めることをよろしくお願いする。それと，広告のことや講師であるとか，東京都の

協力をぜひお願いしたい，そういうかたちで青梅市の方で動いているようである。 

それから，たぶん我々も，東京大会の時にいろいろな仕事を担当することになるかと思うが，

例年，大会に行くと，分科会では社会教育委員の方々が各テーブルに入り，意見をまとめたりし

ているで，我々も協力しなければいけないと思っている。まず，狛江市の協議事項を本日は決め

たいと思う。 

では，協議に入る前に，これまでの，報告事項アイウエオのことについて，質問なり御意見を

いただければと思うが，いかがか。 

〇篠﨑議長 

公民館において，いろいろなサークルがこのコロナ問題でなかなかうまくいかなかったとい

った報告はあるのか。 

〇事務局 

コロナウイルス感染拡大防止の対応については先ほどの資料に記載されている。資料には事

業を中止した期間や，施設貸出を休止した期間等，そういったことについてはあるが，具体的に

各グループがどのような支障があったかという話について報告は受けていない。 

〇篠﨑議長 

ちなみに，高齢の方が多いサークルで，コロナがあるのでほとんどサークル活動ができないか

らオンラインでの活動に変更して，サークルの事業を決めていったという事例はあるのか。 

〇事務局 

そういう報告は受けてはいない。公民館のサークルではないが，社会教育課で所管している学

習グループではやはり公民館等で集まって学習することができないので，ZOOM などを使った活

動を検討しているという話は聞いている。 

〇篠﨑議長 

ZOOM を使う場合に，パソコンを貸出するなどすれば簡単にできてしまうわけだから，そうい

う協力ができる仕組があってもいいと思う。 

御質問はないですか。よろしいでしょうか。それでは，協議事項に入りたいと思う。 

 

(2) 協議事項 

協議事項ア 

令和３年度関東甲信越静社会教育研究大会東京大会分科会テーマ(案)について（資料６） 
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〇篠﨑議長 

では，事務局に説明をお願いする。 

〇事務局 

それでは，資料６をご覧いただきたい。先ほど報告事項でお話しした，都市社連協の第１回理

事会において，東京大会の分科会は各ブロックで分科会の実施方法，講演会などの事例発表方式

かグループワークかということと，テーマを決めていただきたいとのことであったので，先行し

てメールにてお送りさせていただいた。 

今回の東京大会分科会のスローガンが「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～」となっており，このスローガンを大前提のもと，皆様には本日，調

布市としての提案を決めていただきたいと思う。 

都市社連協から例として提示されているものとしては，配付した資料の中にあるとおり，「新

しい生活様式」「地域」「社会教育委員の在り方」「環境」「インターネット」「子ども」「多文化共

生」「人権」である。分科会５つのうち，事例発表を２つ，グループワークを３つ行うこととな

っている。他ブロックで重なった場合は，都市社連協役員で調整するとのことである。また，事

例発表の場合は，他自治体がローテーションで行うこととなるので，他自治体との交渉が事務に

入ってくると思われる。東京大会では，①横浜市②群馬県③茨城県④山梨県…の順で交渉するこ

ととなる。狛江市からは，グループワーク形式で「社会教育活動は，なぜ必要か」というテーマ

案を例としていただいている。実行委員会終了後に狛江市の議長とお話させていただいたが，講

演会とまではいかないくとも，テーマについてお話いただく講師をお招きして，その話を受けて，

グループで話し合うのはどうか，といったことを立ち話程度ですが，おっしゃっていた。では，

委員の皆様でお考えいただきたく，進行は議長にお返しする。 

〇篠﨑議長 

実際に，東京大会では第５ブロックで決めた事例発表は，担当は別の市がやることになるので，

こういうことをやったらどうかという提案を狛江市に報告すればよい。では，委員の皆さんから

意見を伺いたい。 

〇進藤委員 

第５ブロックで１つの分科会を担当するのか。事例発表の場合は，第５ブロックの中から事例

を出さなくてもよいのか。 

〇篠﨑議長 

そうなる。第５ブロックの中からは事例を出せない。ローテーションで事例を出すところは決

まっている。テーマだけである。 

〇進藤委員 

テーマだけ決めるとのことで，具体的な事例発表はどこまでできるかな，と思いながら来たの

だが，それを考えなくてもよいのであれば，私は「子どもと社会教育」「子どもの貧困や虐待」

など母子で孤立しているような東京特有の状況がきっとあると思うので，それを社会教育で地

域の中で繋がりを作っていくとか，何か支援する方法があるのかとか，そういうことに興味があ
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る。 

〇菊池委員 

今回このような社会状況で初めて経験するようなことがたくさんあり，新しい生活様式とい

っても，まだ終息しない状況である。例えば私は西部公民館を利用させていただき活動中だが，

そこが閉鎖状態になった段階で，どうしようということがまず先だった。再開されることを期待

しながら待っているという状況で，今後自分たちだけでは，先に進めない状態にあった。そうい

う意味で地域と社会教育というのが重要視されていると思うので，再確認という意味でも，この

コロナの状況と絡めたところで，話し合えればいいかなと思う。 

〇篠﨑議長 

この今のコロナの状況をということか。ただ，令和３年度の時までコロナでみんなが苦しんで

いるということは大変なことではあるが。 

〇菊池委員 

この時の経験でという話はできると思う。現に潰れたグループもある。私は機械に疎いので，

例えば「ZOOM で何かやります」と言われても全く参加できないような状態である。そういう人

たちのことも含めて，これからどうしていくのかという趣旨です。 

〇篠﨑議長 

今 ZOOMの話が出ましたが，ZOOM はスマホでアドレスを送ってもらって，それをクリックすれ

ばすぐに使えます。難しいと考えないで，簡単なんですよ。 

〇菊池委員 

ガラケーの場合は難しい。 

〇篠﨑議長 

そういう方にいろいろな方法で貸出するサービスというのはすごく大事である。 

タブレットでもいいですし。 

〇菊池委員 

貸出してもらっても，誰も教えてくれない。 

〇篠﨑議長 

そういう人にボランティアを集めて教えてあげるとか。社会教育でできることである。 

〇菊池委員 

「インターネットと社会教育」ということで。 

〇篠﨑議長 

「インターネットと社会教育」ですね。 

〇進藤委員 

従来の意味と違ってきていると思う。これまでは最低限の情報を得るためにとか，最低限必要

な人と繋がるために，インターネットしかない状況だったと思うが。 

〇菊池委員 

繋がっていないと生きていけないのではないかと不安に思うこともある。取り残されてしま
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うというか。そういう人が周りには結構多い。今，問題になっている。 

〇篠﨑議長 

結構，そういうことで壁を作っている方も多い。だから，そういう人を何とかしていかなけれ

ばいけない。大事なところだと思う。しかも，それは社会教育の世界である。だから，そこでは

いろいろなことを考えられると思う。 

〇荒井委員 

今，学校では先生方を含め，働き方改革が行われている中で，昔からある学校と地域との繋が

り，今も不可欠であろう学校との繋がり，地域との関わり方というのが，変化してきている。働

き方改革を含めた「時代の変化」を，地域活動をしていている中でも感じている。こちらもなる

べく負担をかけないように，と思いながらも，地域からのサポートということで，協力をしたい

思いでやっていくのだが，どうしてもこちらも遠慮がちになってしまうし，向こう側も遠慮して，

あまりいいように回っていないような気がする。やはり，昔からずっと地域の繋がりというか，

学校や家庭だけではできないというところを地域で関わるのはすごく大事なことだと言われて

いるので，今も地域活動が継続されているのだと思う。そういうところを拾いながら，皆さんで

話し合えればいいと思う。「地域と社会教育」というか。 

〇矢幡委員 

今までの話を聞いていると，「インターネット」と「子どもの貧困」というのは良いのかなと。

新潟の方ではそういったテーマは手を付けていないようなので。現状をみると，この二つが取り

沙汰されているのは間違いないので，ここについては議論してもらいたい。それに加え，「地域

と社会」「地域と学校」「お父さん・お母さんと地域の繋がり」というのも時代によってどんどん

変化しているのでそこも汲みながら。新しい生活様式というのは正しい表現か分かりませんが，

ZOOM やインターネットを使わなければいけなくなっているので，子どもの世界だけではなく，

大人の世界も誹謗中傷などといった問題もあるので，テーマの中に起用してもらえればいいか

なと。 

〇宮下副議長 

やはり今，コロナの影響が社会教育に与えている影響というのが，非常に大きいので，１年後

ではありますが，１年後に向けてどのような状況になっているのかがすごく関心があるところ

とである。先ほど菊池委員がおっしゃっていたことと重なるが，ネット環境の中で，ちょっと前

はデジタルデバイドなどと言われていたことで，特に高齢の方が中心になるのだが，そういうネ

ット環境に恵まれない方たちが，このコロナで非常にクローズアップされた。ネット環境から疎

外されてしまっている状況を，逆に社会教育として考えた時に，社会教育活動の中核を占めてお

られた方たちが，そこに参加しにくくなってしまっているという。このコロナ禍の状況というの

が，社会教育に非常に大きな影響があるのではないかと感じている。そういう問題を取り上げる

のも必要なのではないか。題名的にまとめると，先ほどの「インターネットと社会教育」という

ことでも良いかと思う。あるいはいくつもが含まれるように「コロナの状況の中での社会教育」

というようなまとめ方はどうかと思う。 
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〇進藤委員 

質問がある。狛江市の例ではあるが，本大会の形式と分科会の形式か，グループワーク形式か

事例報告かを選ぶこともできるのか。 

〇篠﨑議長 

選んでいるように見せているが，どちらかを回答時に選ぶことになる。 

〇進藤委員 

（コロナの影響もあるため）グループワークが来年できるかどうか。発表者が発表しているの

を聞くという形式の方が実現性があるような気がする。この大会自体実施できるのかどうか分

からないが。 

〇篠﨑議長 

絶対危ないというのが，新潟大会である。でも，東京大会はある意味東京都がきちっと手を加

えながら大々的にやっていきたいという感じはある。 

〇進藤委員 

そうであれば，グループワークではない形式で提案しておく方が，密を避ける点でいいかなと。 

〇篠﨑議長 

ただ，数は決まっている。 

〇宮下副議長 

１年後ということを考えた時は，ネット上でグループワークというのもあり得るのではない

か。学会などでも，だんだんそういったやり方になってきた。一同に集まることはやめて，ネッ

ト上でシンポジウムもラウンドテーブルも全部行う。研究発表もそのような感じになりつつあ

る。１年あれば準備できるのではないか。 

〇篠﨑議長 

だいたい意見が出たようである。「インターネット」や「コロナ」絡みが中心である。１年後

はどうなるか分からないし，英国のワクチンが成功するかもしれないし，そのあと，世界が劇的

に戻ってしまうかもしれないが。大きく分けると，「子どもの問題」「インターネットの問題」「学

校と地域の問題」そのあたりが中心となる。本当にどうなっていくのか予測できないが。この中

から決めていくということでよろしいか。それともここに追加していくことにするか。 

○進藤委員 

分科会のテーマの説明文を読むと，ほぼすべてにコロナが入っているので，繋げて考えた方が

良いと思う。こういう状況になって，子どもの貧困等，取り残されている人たちがもっと大変な

状況になるということを考えると，この関係性の中でということの方が良いと思う。 

〇篠﨑議長 

コロナを絡めてということで，あの中から選んでいくことにしていく。たぶん狛江市もいろい

ろなところから案が多く寄せられて悩むと思うので，調布市ではこう考えているということで

言ってあげた方が良いかと。あれを全部ひっくるめたことにすることはできるか。文章的にまと

めるということを事務局に考えていただきたい。 
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〇進藤委員 

基本は１つに絞るのですか。 

〇篠﨑議長 

基本は１つに絞ったほうが良いと思うが，今の話のようにコロナを絡めたテーマであれば， 

何を絡めてといったように。 

〇進藤委員 

狛江市は，同じテーマが５個来たら困る。だから，こういう話が出たと書いてあげてもいいか

もしれない。 

〇篠﨑議長 

狛江市は全然違うテーマを選ぶかもしれないが。 

〇進藤委員 

狛江市の回答例ではあるが「社会教育活動はなぜ必要なのか」ということが書かれているが，

これはある意味どれでも入ると思う。こういうテーマの時は社会教育的な繋がりが必要だとか，

そういうことに持っていければと思う。 

〇篠﨑議長 

令和３年度の東京大会は，前回の大会がうまくいかなかったので， 今度は頑張るのではない

かという感じはする。第１回理事会時も東京都から人が来て，説明したりしていた。前回の東京

大会では東京都は一切何もしなかった。 

〇進藤委員 

うまくいかなかった理由は何か。どこがうまくいかなかったのか。 

〇篠﨑議長 

東京大会と言いながら，東京都が一切何もしなかった。今回，そういった意味では協力的であ

る。都市社連協，関東甲信越静大会時には，行政はほとんど参加するので。 

テーマ設定が良いと，分科会に参加する人が極端に増えると思う。 

今，「コロナ」と「子ども」と「インターネット」と「学校」が挙がっているが，学校を絡め

るとしたらどうしたら良いか。おっしゃりたいのは学校と地域の関係であるか。 

〇進藤委員 

学校は今，働き改革をやっていて，５時半ぐらいでもう電話が繋がらなくなってしまう。そう

すると，お勤めしているお母さんは仕事が終わってから担任の先生に電話ができない。昼休みに

電話をしても授業中だからなかなか難しい。一方，学校はメールをやり取りしてはいけないらし

い。FAXならというが，今時，家庭に FAXはない。だから連絡がつかない。電話で急に夜まで仕

事が増えてしまうことはなく，先生たちにとってはきちんと定時で，安定して教材の準備等がで

きているとは思うが，なかなか連絡が取れないというお母さんもいる。地域のこととはちょっと

違うとは思うが。この２，３年でこういう状況になっている。 

〇篠﨑議長 

そういう制約があるのですね。 
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〇進藤委員 

先生が授業の準備ができないくらいに雑用に追われてしまうという現実があったと思う。最

近の子の状況で何か地域としてやりにくいということはあるのか。 

〇荒井委員 

やりにくいというか，すごく気を遣う。どこまでお願いして良いのかとか。私たちは，昔から

当たり前にやってきたことを引き継いでいく。やはり昔からの人たちがいらっしゃって，ずっと

繋がっていく中で，少しずつ人は入れ替わるが，その裏で昔からの裏の流れを知っていらっしゃ

る方がアドバイザーでいてくれることが，こちらとしてはすごく安心もあるし心強いが，やはり

現場が変わってきているので，昔みたいにはできないと感じている人もいる。 

〇進藤委員 

地域運動会をやっている市自体が少ないということをいろいろな研修会等で聞く。皆さん調

布がやっていると聞いて驚く。三鷹市もやっていないし，武蔵野市もやっていない。だから，そ

のような古き良き繋がりが残っているがゆえに，それを維持しながら，今の生活に合わせていこ

うとするとちょっと大変である。 

〇荒井委員 

 そろそろ限界を感じるか。 

〇進藤委員 

そういうのを止めればいいのかとか。止めていく方向でいくと，皆さんの生活が良くなるのか

というと，どうなのだろうと思うわけだが。皆さんの繋がりが全くなくなってしまうので。健全

のソフトボールのように，地域によっては，子ども会もなくなってしまって，何もやらないとい

うところもある。だから皆さん楽でいいかというと，近所の人のことも全然知らない，分からな

い，困っている人は孤立していく。 

〇荒井委員 

自治会になかなか入らない人もいる。自治会に入らないと，本当にその家は孤立してしまって

いる。 

〇進藤委員 

元気なうちは良いのだが，何か困った時に近所に知り合いがいない。地域となるとすごく壮大

なテーマになる。学校だけではない。 

〇篠﨑議長 

令和元年度の埼玉大会では，市民と行政のパートナーシップというのがテーマであった。これ

は，今おっしゃったように，８０歳を筆頭に，やる気のある古い考え方の高齢の社会教育委員の

方々は「絶対にやらなくてはだめだ」と言う。この人たちは「学校はそういった体制ではだめだ」

「もっとやらないと良くならない」と言って，行政が作る事業と全く同じもの，あるいはそれ以

上のものを企画してやってしまっている。そこは，皆さん大拍手でしたね。それは今と逆行して

いる。そういう人たちもいる。 
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〇進藤委員 

結果としては，そういう方が住んでいる地域の人たちはずっと生きていきやすい。一時的には

ものすごく頑張らないといけないが。そういう状況の中で，そこまでできないという方も中には

いるが。 

〇篠﨑議長 

その地域は，老人大学を創って，老人に専門的に勉強してもらう。そこの卒業生たちがずっと

社会教育委員をやっていく。そういうところもあった。 

〇進藤委員 

面白いですね。 

〇篠﨑議長 

そのようなところもありました。事務局いかがでしょう，何とかまとまりそうか。 

〇荒井委員 

難しいのだが，コロナ禍ですごく問題になってきていることは，学校とは切り離せないと思う。

〇進藤委員 

子どもの貧困も一番に発見できるのが，お子さんのことを良く見ている学校である。だから，

すこやかや虐待防止センターに聞くと，休校中に様子が分からなかったから非常に状況が悪く

なってしまったお子さんがいらっしゃるという。だから，学校が地域間で繋がっていることは大

切である。 

〇荒井委員 

学校施設の開放が中止されていた期間というのが，本当に何もできなかった。学校という場所

が閉鎖されるということは，地域の方を含め，すごく大きいと感じた。取り残されてしまうとい

うか，ずっと頑張ってこられた方々が，置いていかれてしまっているのを傍で感じる。 

〇宮下副議長 

先ほどの課長の話の中に，学校開放事業が９月１日から再開できればという話だったが，これ

までと同じかたちで再開できるとは限らない。そうなると新しい生活様式と言っているが，これ

まで当たり前にやれていたことが全くできなくなり，再開はするが，かつてとは全く違ったかた

ちで家庭生活も，地域の生活も学校生活もやっていかなければならない中で，社会教育の役割を

果たしていくことを考えていく。その中に学校問題も入れば，貧困問題も入り，新しい生活様式

も入る。それを全てカバーするように掲げておいて，そこに本日出た話の内容を少しまとめるか

たちで提案してみたらどうか。 

〇篠﨑議長 

あとは文章ですね。菊池委員なにか良い文章はないか。 

〇菊池委員 

新しい生活様式とあるが，これ自体どういうものか。これまでは，「地域の人を学校に入れる」

「地域に開放する」ということをやってきたわけだが，先生の働き方ということで，今はきっち

り１７時には鍵がかかってしまう。中にも入れない。昔は少し早く行って誰かがいれば早く入れ
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たが，今は誰か来るまで待っている。それは分かっていれば差し支えないことではあるが。ただ，

先ほど話に出た，電話連絡をしようと思っても一定時間になると留守番電話対応になるのは，学

校がそういう意味で言えば閉鎖された傾向にある。働く人たちのことを考えると，これもまた難

しい問題だと思うが。それから，私たち地域にとっては，「地域の人たちが気軽に行ける場所」

であるという方向に今まで来てたのにと感じるところではある。 

〇篠﨑議長 

もう体育館は使っているのか。 

〇菊池委員 

まだ使っていない。 

〇篠﨑議長 

グラウンドは使っているところがある。 

〇進藤委員 

部活はものすごい離れてやっていますね。合奏とかも離れて。合唱部はしゃべるから校庭を使

っていた。青空の下ならなんとかなると。結構楽しそうではあった。体育館に集まって進路説明

会をするのもだめで，各教室で ZOOM を使ったと聞いている。初めてのことだらけ。保護者会も

恐る恐るやっていて，授業参観もないし，２学期もないかもしれないと聞いている。学校外の人

がいろいろな所に行っているから，誰が感染しているか分からずリスクが高いので，学校に誰も

入れない。学校の様子を誰も見れない。学校と連携することが難しくなっている。地域とか社会

教育とか，方法を見つけていかないと，学校を支えることも，連携することも難しくなっていく。 

〇篠﨑議長 

だから今，教員志望の学生も極端に減ってきている。 

〇荒井委員 

今，大学では９月までは授業がない。この後も授業が再開されるか怪しい状況になっている。

高校では，年内の行事は全部中止である。そういった行事でクラスの結束ができていくわけだが，

ようやく先週クラスの全員が集まった。それまで半分の人しか会ったことはなかったが，その半

分の中で人間関係が出来ていたので，いざ全体で集まって初めましてと言っても，それぞれにグ

ループ化してしまって，あまり接触がない感じだったり，食事も前を見てお弁当を食べたり。誰

がいたかも分からない，クラス替えしても分からないだろう。そして今週はもうテストである。

何のテストをするのかと。 

大学生・高校生はまだ良いのだが，小学生・中学生の子たちはやはり自分たちではどうにもで

きないし，それを受け止めるべき学校だけど，学校だけではどうにもならない。 

〇進藤委員 

今までとは全然違うことが起きているのだと思う。学校にも見に行けないから，様子があまり

分からない。小学校低学年だとマスクをしていると誰が誰だか分からず，お友達が誰か分からな

いという状態だと話は良く聞く。 
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〇篠﨑議長 

それは社会教育の出番のような気がする。 

〇進藤委員 

大きな意味で災害時と同じである。 

〇荒井委員 

いろいろ問題が取り上げ挙げられている中で，SNS 等，そういう渦中にいるのは子どもたちで

ある。だけど未熟なので，子どもたちは分かっているようで分かっていない。 

〇進藤委員 

オンラインゲームなら一緒にやれるとか。３，４人で誰かの家に集まるのはダメということに

なっているので，オンラインゲームならという方向になっていると聞く。それだと友達と一緒に

ゲームができる。実際にはやり取りしていないのに。 

〇荒井委員 

そこに繋がりがあって安心感を覚えてしまう。私には不思議だし，不安になる。子どもは誰だ

か分からない人で会ったことがない人でも，「いろいろトークしているから全然知らないわけじ

ゃないよ」と言う。でも，顔は知らない人である。 

〇進藤委員 

小学生だと知っている人とオンラインゲームする。親も怖いから，知っている子同士だけなら

良いとか。 

マンガは学校に持って行ってはいけないことになっているが，貸し借りはしたい。でも，放課

後に遊んではいけない。だから，「〇〇公園のベンチに何時何分に置くからすぐに取りに行って」

と言う。楽しそうではあるが，子どもはそれだけ怖がっている。 

外で友達と会ってはいけないと言っている子もいれば，一方で何も怖がらずに遊んでいる子

もいる。いろいろである。 

こういう話をできるのは，今度の大会だけである。コロナのことについて大きく出せるのが。 

〇篠﨑議長 

たぶん，皆さんが考えている悩みとかそこに入ってくる。 

〇進藤委員 

その中で取りこぼしている人がいれば何とかしないと。 

〇篠﨑議長 

「コロナの状況下での社会教育」とまとめるか。それにこれを全部入れて。そうしましょうか。 

〇進藤委員 

実際にやる人は全部やる必要はないわけである。選べるというのがいいのかもしれない。 

〇篠﨑議長 

みなさん，それでよろしいか。会議でこのようなことが出ましたと全部書いておいていただき

たい。 
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〇事務局 

分科会の形式は事例発表形式でよろしいか。 

〇篠﨑議長 

事例発表形式でよい。 

〇事務局 

では，事務局の方でまとめて提出する。その後に皆様に報告させていただく。 

 

協議事項イ 

調布市社会教育関係団体の登録について（新規）（資料７） 

〇篠﨑議長 

では，事務局に説明をお願いする。 

〇事務局 

社会教育関係団体の新規登録申請について説明する。資料の資料７をご覧いただきたい。 

この度「日本のおどり文化協会調布支部」という団体から社会教育関係団体の登録申請があっ

た。社会教育関係団体の登録について，ご承知いただいている方もいらっしゃるかと思うが，改

めて説明する。資料の「調布市社会教育関係団体の登録及び支援に関する規則」をご覧いただき

たい。社会教育関係登録団体として登録ができる要件は，第２条にあるとおり（１）から（８）

の８項目である。そして，これらの要件を満たした団体から申請書類が提出された場合は，第４

条のとおり，社会教育委員の会議でご意見をうかがい，問題が無ければ登録を決定し，通知書と

登録証を団体宛に交付することとなっている。 

登録証の有効期間は２年間となっており，直近では昨年の令和元年６月１日に更新している

ので，今回は期の途中での登録ということになり，本日登録に問題がなければ，令和２年８月１

日から令和３年５月３１日まで有効となる。 

また，登録団体として登録された場合，第７条にあるとおり、補助金の交付を行うとともに，

当該事業について広く周知を図るなどがある。補助金の交付については，秋頃に登録団体に事前

調査を行ったうえで，申請した団体のみに交付する制度となっている。 

さらに，文化会館たづくりやグリーンホールの会場を社会教育の目的とした事業にて使用す

る際，基本利用料金の１００分の５０に相当する額で利用可能なほか，公民館や地域福祉センタ

ーも，社会教育の目的とした事業にて利用する際，利用額が免除となる。 

この規則に基づき，今回提出された書類をまとめたものが資料５の表です。表の右から２番目

にある「登録基準」１～８というのが，先ほどの規則の第２条の登録基準８項目を満たしている

かどうかを確認したものである。 

 登録基準（１）については，申請書類提出の際に，代表者へ口頭により確認した。 

登録基準（２）については，伝統芸能を通した青少年の健全育成を目的とし，事業計画及び団

体紹介資料（昨年度の活動成果）から合致すると判断した。 

登録基準（３）及び（４）については，申請書類提出の際に代表者へ口頭により確認し，団体
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紹介資料等から問題はないことを確認した。 

登録基準（５）から（８）は，規則第３条に示す申請書類のうち，（１）団体規約，（３）収支

予算書，（４）団体役員及び会員名簿を確認し，基準を満たすものと判断した。 

この「日本のおどり文化協会調布支部」は，「子どもたちに伝統芸能，中でも日本舞踊に触れ

る機会を創る」「伝統文化の良さを伝え，楽しみながら学んでいく」の２点を目的に昨年結成し

た団体である。主な活動場所を教育会館とし，年２回の発表会を目標に日本舞踊の練習を行うこ

とを通して，青少年の健全育成と伝統芸能である日本舞踊の人材育成を図る活動を展開してい

る。日本のおどり文化協会調布支部は，一般社団法人日本のおどり文化協会の一支部であり，近

隣の八王子・日野・稲城・東村山・小平の各支部と合同で発表会を行うこともあり，交流を広げ

ている。今回，継続的な活動のため教育会館を減免された料金で使用できたら，との御相談があ

り，申請に至ったものである。 

 以上のことから，今回申請のあった「日本のおどり文化協会調布支部」はすべての登録基準を

満たしており，活動内容にも問題は無いものと判断し，登録に問題ないものと考えているが，御

意見等あったらお願いする。 

〇篠﨑議長 

この団体は，女性１２人，男性１人と，団体名にしては人数が少ない気がするが，この１２

名は踊りの先生なのか，それとも生徒・学生か。年間費用が４万円超と高いので，踊りの師匠

かと思うが。 

〇事務局 

大人が中心となって構成されている。 

〇進藤委員 

児童・生徒の健全育成を目的とする，と書いてあるが 

〇篠﨑議長 

青少年なのか大人なのか。 

〇荒井委員 

団体目的をみると，人材育成と書いてあるが，指導者を育成するための団体なのか。 

〇事務局 

登録申込時に規定様式の名簿を提出いただくが，名簿の様式には年齢を書く項目がないの

で，年齢構成については分からない。名簿に年齢は書かれていないが，名前を見てみると，子

どもが多い気がする。また手元の資料に収支予算書があるが，それをみると講師謝金と書いて

あるので，講師を呼んで教える，ということだと思われる。また，「日本のおどり文化協会調布

支部」から提出された資料の中に，日本のおどり文化協会の会報があるので，回覧させていた

だく。 

〇篠﨑議長 

舞踊の先生が新しい流派を作っているのか，それとも生徒をとって教えている団体なのか。 
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〇事務局 

通常の教室である。年間４万円とすると，月額３，５００円。指導者の育成を含めながら，

子どもたちに教えているという趣旨である。いずれにしても，規則のところについては，基準

を満たしているということで，ご判断いただければと思う。 

〇篠﨑議長 

営利を目的としていないことが明確であれば問題ない。皆さんいかがか。よろしければ結論

を出す。認めてよろしいか。 

〇進藤委員 

どのくらいの頻度で教育会館を使っているのか。 

〇事務局 

規約を見ると月２回お稽古の参加が条件となる。 

〇篠﨑議長 

１回あたり１，７５０円。安くもなく，高くもなく・・・。 

〇進藤委員 

まあ中くらいかと。会報に日本の踊り体験会に参加すると書かれているので，名取を育てる

のではなく，踊りを通していろいろ経験をして，という色が濃いのかと思う。 

〇篠﨑議長 

今回は，１年分として承認して，次回の更新時にもう一度精査するということでよろしい

か。 

〇進藤委員 

活動内容がわかるものを見せてもらいたい。 

〇事務局 

令和３年５月に更新があるので，その時にもう少し詳しい資料をもらうようにする。 

〇篠﨑議長 

それでよろしいか。 

――― 全員一致で了承 ――― 

 

(3) その他 

調布市社会教育委員の会議規則について（資料８）  

〇事務局 

ご意見等は次回伺うこととして，本日は内容だけお伝えする。資料８を参考にしていただきた

い。前回，５月の社会教育委員の会議の資料として，社会教育委員の会議の規則をお送りさせて

いただき，委員のご意見を伺いたいと書かせていただいた。 

伺った経緯としては，２点ある。 

これまで３月の会議からコロナ禍のため，会議運営をどのように開催したらよいか，条例や規

則から何度も読み返してみたり，規則を扱う部署に確認したりして，書面会議として何とか実施
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した次第であった。 

また，今回話し合っていただいた分科会テーマについては，当初，年間予定では７月１４日に

会議を行う予定であったが，理事会が入っていたので本日２１日にずらさせていただいた。その

ため，分科会テーマについても話し合う事ができ，皆様には，当初予定と異なったので大変お手

数をおかけしたが，会議のスケジュール的には結果として良かったと思った。 

ここで，少し課題に感じていることは，規則上の「隔月ごとに開催する」という部分である。 

この縛りが，この会議体を少し動きにくくしているのではないか，もう少し柔軟に運営すること

も可能ではないかと考えているところである。例えば，「隔月ごと」という言葉を外し，原則６

回実施するとして，会議日程は，前年度に委員と話し合いの上決めることや，隔月以外の実施と

なると，「臨時会」扱いになるため，年によっては，９月，１１月，１月あたりの会議は報告の

みとなるケースが多く見られるというところで，会議日程をずらして，現在約２時間の会議だが，

会議２回分を合わせて２時間半とするなど，様々やり方はあるのかなと感じているところであ

る。本日は皆様にご意見をいただく時間がないため，次回，こういった経緯を踏まえながら，御

意見を頂戴できればと思う。 

〇篠﨑議長 

次回のテーマということでよろしいか。 

〇事務局 

よろしくお願いする。 

〇篠﨑議長 

事務局は，他に連絡事項があるか。 

〇事務局 

１点報告がある。昨年の「トシドンの放課後」の DVDだが，６月２２日から市役所４階公文書

資料室にて閲覧可能としているので報告する。 

 

４ 次回の会議日程 

日時：令和２年９月８日（火） 午後３時～５時  

場所：調布市教育会館３階３０１研修室 

 

５ 閉会 

〇宮下副議長 

今日は久しぶりの会議ということで，先ほど分科会のテーマの検討の中で，コロナの状況下で

学校教育関係を含めて，社会教育課とても大きな課題を背負ってしまっているのだと認識を新

たにしたところである。大会での検討ということはもちろんだが，我々がそういうところに目配

りをしつつ，これから調布市の社会教育をどのように進めていくべきなのか，改めて考えていか

なければいけないと思う。これから引き続きご協力をお願いしたいということと，みなさんのご

健康を願っております。本日はどうもありがとうございました。 


