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令和２年度調布市社会教育委員の会議第３回定例会 議事録 

 

１ 日 時  令和２年９月８日（火）    午後３時００分から午後４時４５分まで 

２ 会 場  調布市教育会館３階３０１研修室 

３ 出席者  ９人 

篠﨑議長，宮下副議長，荒井委員，菊池委員，進藤委員，田村委員，西牧委員， 

新田委員，矢幡委員 

４ 傍聴者  ３人 

５ 議 題 

(1) 協議事項 

ア 調布市社会教育関係団体の登録について（新規） （資料１） 

(2) 報告事項 

ア 令和３年度関東甲信越静社会教育研究大会東京大会実行委員会第５回実行委員会（資料２） 

イ 令和２年調布市公民館運営審議会第４回定例会  （資料３） 

ウ 令和３年調布市成人式について         （資料４） 

エ 令和２年度調布っ子“夢”発表会について    （資料なし） 

(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５） 

６ 議事録 

〇篠﨑議長 

では，定刻となったので始める。まず初めに，事務局から現況報告があるとのこと。 

〇事務局 

 前回７月の会議にて，これまでのコロナ禍における当課事業の状況について，報告させていた

だいたところである。今回はその後の進捗について，ご報告させていただく。 

まず，学校施設開放の事業については，９月１日からの再開に向け準備を進めていたところで

あったが，８月に入り，都内はもとより市内の新型コロナウイルス感染者数が増加しており，学

校開放の使用者が感染した場合には，学校施設を一部使用中止とせざるを得ないなど，学校教育

活動に支障をきたす事態になりかねないことから，学校施設の開放中止期間を１２月末まで延

長することとした。ただし，今後の状況によっては再開を早めることや中止を更に延長する場合

もある。感染状況等を総合的に勘案し，状況に応じて対応して参りたい。 

リーダー事業については，現在学校では新型コロナウイルスに伴う臨時休業により不足した

授業時数を確保するため，１２月まで第２第４土曜日は土曜授業を行っていることから，中高生

を対象としたリーダー事業は１２月末まで開催中止とした。  

各種中止の判断に至ったことにより，関係者の方々にはご不便をおかけしたところであるが，

今後も市民の安全をまず優先に判断をして参りたいと考えている。 

また，障害者社会体験事業については，のびのびサークルは７月から開始しており，杉の木青
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年教室及び遊 ingは９月まで中止し，１０月以降については検討中である。状況報告については

以上である。 

〇篠﨑議長 

 中止になった事業の代替はあるか。 

〇事務局 

 代替事業は予定していない。施設開放は会場を貸出中止とするものであり，リーダー事業につ

いては学校の事業とは異なるため，代替としては行わない。 

〇進藤委員 

 参考までに，事業を実施するに当たり，例えば，感染者数が何人となったら実施するなどの判

断基準が市としてあるか否か教えていただきたい。 

〇事務局 

 市では新型コロナウイルスに関して，公共施設の感染拡大防止ガイドラインを策定しており，

再開時の必要な消毒や人数制限等を設定している。ただし，学校は他の公共施設と異なり，学校

教育優先となるため区別している。また，現在は開放を中止としているので数としては少ないが，

「再開しないで欲しい」旨の市民の声（連絡）はこちらに届いている。一方で，それとは別の意

見をいただいたり，複数の意見があるというのが現状である。 

〇進藤委員 

 判断が難しい部分であると思う。基準を設けるのではなく，その都度状況に応じて判断されて

いるということでよろしいか。 

〇事務局 

 そのようになる。 

〇篠﨑議長 

冬になると，換気のためドアを開けておくと寒さもあり，また，音漏れの心配等あると思うが，

社会教育関係団体の中でもそうした施設を使用している団体があるかと思われるが，冬場にお

ける対策等はあるか。 

〇事務局 

 まず，冬場になると各種報道等にもあるように，これからインフルエンザの懸念も出てくると

思われる。季節に限らず，まずは，ガイドラインにもあるように，手洗い・うがい・消毒・三密

を避ける等，基本的な対策を各自講じることが大切であると考える。 

〇篠﨑議長 

 わかりました。それでは，議題に入る。 

(1) 協議事項 

協議事項ア 調布市社会教育関係団体の登録について（新規）（資料１） 

〇篠﨑議長 

それでは，事務局から説明をお願いする。 

〇事務局 
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この度「混声合唱団七福神」という団体から社会教育関係団体の登録申請があった。 

―配付資料の説明－ 

調布市社会教育関係団体の登録及び支援に関する規則に基づき確認した結果，(1)から(8)ま

での基準をすべて満たすものであると判断した。 

このことから，今回申請のあった「混声合唱団七福神」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く，登録に問題ないものと考えているが，以上の内容を踏まえ，委員意見

を伺いたい。 

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

していることから今回は期の途中での登録となる。本日登録に問題がなければ，令和２年１０月

１日から令和３年５月３１日まで有効となる。 

〇菊池委員 

 会員構成についてであるが，最近，性別を分けて記載することが問題視されていると思うが，

本件規則の登録基準も「構成員が１０名以上」であることとあり，性別は関係なく登録できると

思われるが，男女別を記載している理由を伺いたい。 

〇篠﨑議長 

 事務局において，他市事例等を参考にしながら検討いただきたい。 

〇事務局 

 今まで記載していた理由としては，おそらく，男女別の記載を求めるのが一般的であったから

だと思われる。おっしゃるとおり，最近では性別を分けて記載することが課題となっていると思

う。現在，本規則の様式上，男女の別を記載することとなっており，変更するには手続きに時間

を要する。議長からも提案があったとおり，他市事例等を参考とし，今後の規則改正の際に記載

方法を検討したい。本日は，貴重な意見として承らせていただく。 

〇宮下副議長 

 資料の記載内容について１点確認したい。 

会費１万２，０００円で，会員が８１名ということであれば予算額は１００万円近くになるか

と思われるが，記載されているのは３４万８，０００円であるが，その辺りの記載の違いについ

て教えていただきたい。 

〇事務局 

 会費については団体に聴取りを行ったところ，一人当たり月５００円とのことであった。その

他，演奏会に参加する際に６，０００円を集金しているとのことであった。会費を集める人数と

しては，経常的に参加している会員２９名から集金しているとのことであった。 

〇事務局 

 私どもで作成している会員構成の欄は，会費を集めるか否か，人数分けを記載する様式になっ

ていないため，今回は少しわかりづらいものとなってしまっている。 

〇宮下副議長 

実際の予算額は３４万８，０００円という理解で良いということで，わかりました。 
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〇菊池委員 

 本件登録の話とは異なるが，前回会議で登録の申請があった団体についても人数と金額の関

係が少しわかりづらかったところがあった。 

〇事務局 

前回会議では，団体の月額が通常考えられる会費と比べてどうか，という点等を議論いただい

たかと思うが，こちらで作成した資料の見づらさもあったと思われるので，備考欄等を活用して

記載するようにしたいと思う。 

〇篠﨑議長 

 事前に，行政から団体指導もあった方が良いと思われる。 

 では，本団体については，社会教育委員の会議としては認めるということといたしたい。 

 

(2) 報告事項 

報告事項ア 

令和３年度関東甲信越静社会教育研究大会東京大会実行委員会第５回実行委員会（資料２） 

〇篠﨑議長 

それでは，事務局から説明をお願いする。 

〇事務局 

―資料に沿って報告― 

本件，東京大会における東京都の関わり方としては以下のとおり。 

挨拶についてはおそらく東京都教育長が行う。また，支援体制については，後援ではなく共催で

行う。基調講演等の講師については，紹介可能。協賛金については，都は資金協力を行わない旨，

以前から示されており，現在もその考えに変更なし。東京大会の実施にあたっては，予算の範囲

で実施していただくのが良い。また，次年度の開催ではあるが新型コロナ対策について検討した

方が良い。 

続いて，議事の報告について，全部で６点あった。 

（１）協賛金の募集方法については，本大会では全体で２４０万円の協賛金を必要とすることか

ら，埼玉大会の例を参考にし，東京大会でも資料のとおり，都内の私立大学に依頼をすることと

なった。協賛金の詳細も記載されており，プログラムの広告費については１万円～８万円の金額

設定がされている。現在，事務局へは，各市町村で協定等のつながりがある大学等への案内を依

頼するとの内容であったため，市の大学協定に関する所管課である文化生涯学習課と調整の上，

案内予定である。なお，現段階では各市にノルマが課されているわけではなかった。 

（２）大会趣旨については，東京大会開催趣旨（案）として最終校正が出来上がり，本内容で決

定された。会議で出た意見としては，新型コロナの状況が変わっていく可能性があるので，今後

文章が変わっていく可能性があるか否かという意見があった。会長市からの説明としては，本件

大会趣旨は，まずは今年１１月の新潟大会で配布するものとし，パンフレット等の冊子化に向け

ては，変更していく可能性があるとのことであった。 
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（３）基調講演の講師については，東京都に相談した結果，資料のとおり紹介があり，今後調整

を行っていくとのことであった。 

（４）分科会テーマについては，前回７月の会議で議論の末，調布市としては，テーマを「コロ

ナの状況下での社会教育～子どもを取り巻く貧困問題や，学校・地域との関係など，コロナの状

況により変化してきた社会問題について，社会教育がどのように関わっていくべきか～」とし，

形式は「事例発表形式」希望で提出した。第５ブロック幹事市となる狛江市でとりまとめた結果，  

テーマは「新しい生活様式における社会教育の実践」，形式は「ワークショップ形式」となり，

本件会議に提出されている。テーマや形式については，最終的に会長市である青梅市で調整を行

うとのことであった。 

（５）新潟大会において配布するチラシについては配布資料のとおり確定した旨，連絡があった。 

（６）開催方法の新型コロナ感染症対応については，引続き検討を進めるとのことであった。 

なお，新潟大会の開催可否については，９月７日に決定するとのことであり，現時点では連絡

はないため，わかり次第情報提供させていただく。 

議長から補足等ありましたら，お願いしたい。 

〇篠﨑議長 

 関東甲信越静社会教育研究大会は，毎年多くの方が集まり，内容も濃いものとなっている。各

社会教育委員の方々と意見交換ができるのは非常に良い機会である。今年は新型コロナの対策

により，その（意見交換の）機会も少ない可能性がある。おそらく，この東京大会がひとつの新

しいかたちとなるのではないかと思われる。来年，委員の皆様もぜひご参加いただきたい。 

〇進藤委員 

 東京大会については，基本的には全員が参加することとなるか。 

〇篠﨑議長 

 他県での大会には有志参加であったが，東京大会については全員参加となる。（分科会では）

各テーブルにつくようになるため，人数が必要である。 

〇進藤委員 

 手伝いもするという理解でよろしいか。 

〇篠﨑議長 

 主体は幹事市になるため，その手伝いになると思われる。 

〇事務局 

 東京大会に関しては，委員はおそらくスタッフ側としての参加になろうかと思われる。特に，

今回は分科会の運営を各ブロックに任されたこともあり，幹事市である狛江市が主導のもと，各

市に割り当てがあると思われる。第５ブロックは６市あり，各市１０人程度の委員がいることか

ら，皆様のスケジュールを伺いながら御協力いただけたらと思う。 

〇進藤委員 

 前回の東京大会の時は，朝早くから集合があり，作業等もいろいろあったので，今回もその 

心づもりがあった方が良いかと思った。 
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〇事務局 

 おっしゃるとおり，当日の具体的なスケジュールや役割までは出ていないが，東京大会の幹事

市は府中市になり，調布市も副会長市になるため役職がつき，委員への依頼内容が多くなると思

われる。 

〇篠﨑議長 

 当日は作業内容が多いと思われるので，皆様，御協力いただけたらと思う。 

報告事項イ  

令和２年調布市公民館運営審議会第４回（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。 

―資料に沿って報告― 

事業報告では，このコロナ禍において，事業実施については，色々と制限があり工夫が必要で

あるなどの意見が出た。また，地域文化祭についても，その後新型コロナの感染状況が悪化した

現在では，見直しが必要との意見があった。また，各団体の状況や工夫の事例が紹介され，リモ

ートでの講座等の開催については各公民館におけるＷｉ-Ｆｉの環境整備について要望があった。 

〇篠﨑議長 

公民館では，リモートに関して，機材の貸出しを希望する声はあるか。 

〇事務局 

 こちらでは分かりかねるが，市では市民への貸出しまでは至っていない。ただ，少しずつでは

あるが体制の変化はあり，オンライン用の部屋が出来たり，職員の会議向けにタブレットの貸出

しが始まったりしている。 

〇篠﨑議長 

 例えば，中止となった事業の予算分については，公民館を利用する高齢者の方々へオンライン

の機材貸出しに回すなどすると自宅でも活動ができ，新型コロナウイルスにも感染せずに済む

と思う。公民館の使用状況をみると，前年比減ではあるが利用はされているようなので，感染リ

スクを感じながら使用するよりは良いと思われる。 

〇進藤委員 

 西部公民館のボランティアに参加した際に，親子行事が行われており，保護者の方々は活動す

る部屋には入らず，ロビーにあるテレビで活動の様子を見ており，部屋の人数制限がある中で，

そうした工夫をされていて良いと思った。 

〇菊池委員 

 それぞれの公民館で工夫されていることを情報提供していけたら良いと思う。 

〇篠﨑議長 

 今の内容を議事録に残して，他の方にも読んでいただけたら，工夫やアイディアにつながって
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いければと思う。 

 

報告事項ウ 令和３年調布市成人式について（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 

令和３年成人式の実施について，現在掲載されているホームページをもとに説明させていた

だく。市では，例年，式典とアトラクションの２部構成で開催していたが，令和３年調布市成

人式は，新型コロナウイルス感染拡大防止のため，アトラクションは実施せず，感染防止対策

を講じた上で，式典のみを２回に分けて開催する。各回４０分ずつ，入替制で内容は同一であ

る。２回の振分け方としては，住所を中学校区で分けており，現在市のホームページに掲載し

ている。ただし，今後の感染状況によっては変更となる場合がある。 

〇篠﨑議長 

 ２回に分けての実施となると，盛り上がるか否か非常に難しいところと思われる。調布市

は，１０年くらい前から実行委員会形式で実施しており，演目の中に踊りを入れたりして評判

が良かったように感じる。賞ももらっていたかと思う。これまで様々アイディアを出しながら

運営していたと思うので，ここはぜひ，委員の皆様から今回の２回繰り返して実施する成人式

に対してアイディアを出していただけたら良いと思う。 

〇事務局 

 議長と副議長との事前打合せの際に，社会教育課長から感染対策に関して皆様にアイディア

があればいただきたいとお話させていただいた。これまで，まずは実施の可否から検討してい

たこともあり，他自治体では中止としたところもあった。今回は入替制で実施するため，入替

の際に職員で消毒等の作業をするため，時間内に収まるか否か検証が必要となる。 

〇篠﨑議長 

 消毒はとても大変だと思うが，アイディアを出すと全国でも調布市の成人式は評判になると

思う。何らかの新しいアイディアで成人式ができれば良いと思う。 

〇荒井委員 

 各校ＰＴＡ等で行われている会があると思うが，今年はどのような予定か。式典もあるが，

子どもたちにとってはそうした会も思い出の場であり，駅前広場の様子も年々変わってきてい

るので，主催は市ではないかもしれないが，今年はどのような感じになるのか状況等がわかれ

ば教えていただきたい。 

〇篠﨑議長 

 ２回に分けるということは，単純に割ると人数は半分になるので，その会もどのように盛り

上がることができるか工夫が必要となる。 

〇荒井委員 

 成人式当日はとても多くの人が集まっている印象である。振り袖を着ている人は，朝に着付
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けが終わって，そのまま会場に行く人が多く，保護者の方も一緒に集まっていると思う。 

〇事務局 

 新成人を祝う会については，結論から申しあげると検討中である。現在，昨年度の実施主体

の方と連絡を取っており，実施の可否について相談を行っている。例年の状況をみていると，

委員のおっしゃるとおり，多くの方が集まられているので密になっている。その辺りをどのよ

うに対策を講じるか，また，楽しみにされている方もいるのでどのようにカバーできるか，主

催は，各校ＰＴＡ等になるため，今年の新型コロナウイルスに限らず，毎年，実施の可否を学

校ごとに確認しており，現状はその確認段階である。 

〇進藤委員 

アトラクションについては実施なしとのことであったが，例年行っている和太鼓の演奏も無

しになるか。 

〇事務局 

 式典の内容についても現在検討中であり，公表されているところは，ホームページに掲載さ

れている内容のみとなる。ただ，実施なしとの判断はしていないので，今後の検討となる。 

〇進藤委員 

 舞台に立つ方々の新型コロナ対策も考えなければならないところではあるが，和太鼓がある

ことによって，ざわざわしている会場が締り，式典の雰囲気が出来ていたと思う。 

また，コンサート等では座席間隔をあけて座るようになると思うが，成人式も同様か。 

〇事務局 

 現在，グリーンホールでは間隔をあけて座るように座席に張り紙で案内をしているようなの

で，成人式でも同じような対応を想定している。 

〇篠﨑議長 

 抽選会はどのようになるか。 

〇事務局 

 まだ実施の可否は決まっていない状況である。各回４０分のため，例年の第２部で行ってい

た内容をすべて実施できるわけではない。 

〇篠﨑議長 

 そうすると，関係者からのお祝いや挨拶のみとなり，１０年前の頃に戻ってしまう。 

〇進藤委員 

 成人式で久しぶりに集まると，ずっとおしゃべりをしてしまうので，何かしらの工夫が必要

である。 

〇篠﨑議長 

 そういった意味でも太鼓は良いアイディアであった。我々も何かアイディアを考えたいと思

う。 

〇西牧委員 

 今日，成人式のホームページを初めて拝見したが，よくある問合せの部分に成人式当日の服
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装について記載されており，「服装は自由。男性はスーツ，女性は振り袖が多い」とのことだ

が，衣装を調達できない人にとっては，出席をやめようかということになりかねない。これを

記載する意味があるのかなと思う。人によっては，女性でもスーツで出席することもあれば，

また，児童養護施設では，寄付によって衣装や写真を提供してもらったりすることもある。た

だし，写真は当日ではなく前撮りとなる（式当日は借りられない）。「特段ドレスコードはあり

ません」等の記載の方が良いと思われる。 

〇進藤委員 

 読み手にとっては，振り袖でないと出席できないと感じでしまう人もいるかもしれない。 

〇荒井委員 

 私も初めて拝見したが，もしかしたら，今年度はホームページを検索する人が増えるかもし

れない。 

〇事務局 

 今お話を伺って確かにおっしゃるとおりと思う部分もありましたので，配慮の面から，記載

内容について検討したいと思う。 

 

報告事項エ 令和２年度調布っ子“夢”発表会について （資料なし） 

〇篠﨑議長 

では，事務局に説明をお願いしたい。 

〇事務局 

 調布っ子夢発表会は，市内の小学５年生を対象に子ども達に自由で夢のある意見発表の機会

を提供するとともに，活動をとおして，まちづくりへの参加意識を高めることを目的に，例年

開催していたが，今年度は中止することとした。中止の決定に当たっては，今年度発表校の公

立小学校の校長先生に対しアンケート調査を実施し，その結果，様々な学校行事が中止となっ

ており，負担面や感染リスクの点から今年度は実施を見送ってほしいという意見が多くあっ

た。 

なお，今年度発表の予定となっていた学校については，来年度開催の際に改めて参加いただ

く予定である。 

 

(3) その他 

調布市社会教育委員の会議規則について （資料５）  

〇篠﨑議長 

では，事務局に説明をお願いしたい。 

〇事務局 

社会教育委員の会議規則については，５月の会議から，少しずつお話しさせていただいたと

ころである。まず，この話をさせていただいたきっかけとしては，新型コロナウイルスの影響

により，会議開催方法について，規則には「隔月毎に開催する」と記載されているため，どの
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ように開催したら良いか規則を改めて見直したことによるものであった。会議運営上，担当者

として支障に感じたこととして，「隔月毎」に縛られていることから，都市社連協からの調査時

期と会議日程が合わないことや，回によっては報告事項のみとなってしまい，会議月をずらし

て，例えば１月ではなく２月開催とすると，より話す内容があると思ったこともあった。 

また，過去に平成２８年１月の会議の際に事務局から改正の提案をした会議録も確認した。

今回の規則改正趣旨としては，実施回数を減らすのではなく「開催月を柔軟に変更するもの」

として，考えている。また，市の規則等の所管課として法制課にも本件について相談したとこ

ろ，市の他の規則や条例と比べても非常に珍しい開催の書き方をしているとのことであった。

本件規則は，昭和３６年３月３1日に制定されており，この間，一度も改正された記録が無い

ものであった。法制課からは，隔月毎を「外す」よりは，「第４条自体を全て削除」し，定例会

や臨時会の分けを外しても良いのではないか，というアドバイスを受けている。直近で最後に

臨時会を開催したのは平成２４年度であり，それ以降開催はされておらず，また，社会教育法

に立ち返ってみると，第１７条１項２号に「定時又は臨時に会議を開き」とあることから，定

例会や臨時会で決めなければならないことがそれぞれ示されているものではなく，そもそも定

例会と臨時会に分ける必要もないことから，何回開催されても全て定例会扱いで良いのではな

いかというものであった。 

他の規則を見ると，図書館協議会では第１６条に「委員長が招集する」とあり，生涯学習推

進協議会では，第６条に「協議会は，会長が招集する」とある。それぞれ，定例会や臨時会に

関する記載はない。公民館運営審議会については，「年６回」の開催が記載されているが，これ

は，社会教育委員の会議と同じく昭和３６年３月３１日に施行されているため，作りが同じに

なっていると思われる。その他にも，本日の資料としてはお配りしていないが，子どもや福祉

分野では，次世代育成支援協議会や高齢者福祉推進協議会においても，それぞれ「会長が招集

する」と記載されており，会議月や回数の記載がない。 

以上のことを踏まえ，会議規則については現状の年６回開催を基本としたうえで，もう少し

柔軟な開催を考えているため，市の他の法令とも比較し，文言整理を検討している。本日の会

議では，協議や報告事項ではなく，その他事項に記載し，まずは委員の御意見を伺いたいと考

えている。 

〇矢幡委員 

 特に問題ないと考える。出席していた生涯学習推進協議会も年間の回数が決められていると

思っていたが，規則上回数が決められたものではないことがわかった。規則の記載にこだわら

ず，確実に実施していただけたら良いと思う。規則に回数の記載がなくとも問題がないという

ことで良いか。 

〇事務局 

 特段問題はなく，各協議会等でも年間のおよその回数や開催月は決めているが，条文上は記

載がないというのがほとんどになる。 

〇矢幡委員 
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条文に縛られてしまうのであれば，記載は無くて良いと思う。 

〇進藤委員 

 開催月を決める必要はないと思うし，特に１月に関しては成人式で大変な中，すぐに開催し

ていて大変だと思っていた。また，次年度の計画に関しては，（例年３月の会議で話し合ってい

るが）例えば２月と３月に実施しても良いのではないかと思う。 

〇新田委員 

 第３条の部分で，「教育長にはかって招集する」とあるが，この記載があるのは，社会教育委

員の会議だけになるか。少し，気になる記載であった。 

〇事務局 

 他例の規則等をみると「議長が招集する」となっている。 

〇宮下副議長 

確か，社会教育委員の会議において意見を述べる際に，教育長に対して意見することとなっ

ている旨，この規則以外の部分で記載があったように記憶している。 

〇新田委員 

 社会教育法の社会教育委員の職務に記載されている内容だと思われる。 

〇事務局 

 今，両委員がおっしゃられたように，社会教育法第１７条第１項２号に記載されている。お

そらく，この部分があったため条文に記載したのではないかと思われる。 

 今回，規則第４条の隔月毎の記載について意見を伺いたかったため，説明を割愛したが，法

制課からは，第３条の記載も珍しい書き方であると話を受けている。教育長の記載部分を削除

しても問題はないとのことであった。今回，第４条を変更することとなった場合は，併せて変

更することも考えている。 

〇宮下副議長 

 問題が無ければ，単純で分かりやすい記載方法の方が良いと思う。 

〇新田委員 

会議を開くにあたり，教育長に諮らなければならないことが不思議で，この記載であると，

社会教育委員の会議として議案提出したものが却下された場合，会議が開けないということに

なるか。 

〇事務局 

 おっしゃるとおり手続き上はそのようになる。毎回の会議開催にあたり，事務局では議長名

で開催について教育長に諮る手続きを行っている。 

〇新田委員 

 意見としては，第３条の教育長を削除すべきと考える。 

〇菊池委員 

 会議日程は前もって日程がわかっていると良いというのが意見である。会議に集まることは

原則的であり，必要なことであると思う。今日明日に招集がかかるのではなく，前もって案内
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いただければ問題ないと思う。 

〇事務局 

 現在考えているところでは，例年２月に都市社連協から年間予定表が届くので，それを踏ま

えて計画を立てることや，ただ，我々は調布市のため，この会議体としての予定も考えつつ，

３月頃には皆様へ御案内できるようにしたいと考えている。そうすると，今までと変わりなく

日程のお知らせができ，安定的な開催ができるのではないかと考えている。 

〇西牧委員 

 運用しやすく変えることは，とても良いと思う。隔月毎と記載せず，また，教育長にはかっ

ても削除することに賛成である。 

〇荒井委員 

 今回，様々お調べしたうえで，会議に提出していただいていることと思う。昭和３６年以降

の改定がないとのことであったので，これまで特段問題なく開催されていたことと思うが，そ

の中で，現在やりづらさを感じており，今後の会議運営には問題が無いとのことであれば，変

更すべきではないかと思った。 

〇田村委員 

 定例会が隔月に開催されていたことは予定が立てやすく良かった点ではある。日程がある程

度決まっていないと，委員皆さんの活動が厳しいと思われるが，今お話を伺った中で，３月頃

には年間予定の案内があるとのことでしたので，そうであれば，今までと変わりないと思う。

今のように固定されてしまうと，１月よりも２月開催の方が良い場合もあるとのことであった

ため，そういった意味では変更した方が良いと思った。 

〇宮下副議長 

 提案の趣旨からいっても，全く異存はないところである。きまりはシンプルな方が良いと思

いますし，柔軟に開催できた方が良いと思う。過去に規則変更について話した際に，なぜ年間

４回の開催という話になったのか，記憶が確かではないので違っていた場合は申し訳ないが，

社会教育課の体制改革の中で，会議準備が大変である等の話が出ていたのではないかと思う。

議論の中で，調布市の社会教育委員の立場として意見を述べ，参画していくことが我々の務め

であると思うので，そういう機会を保っていただきたいという考え方があったのではないかと

思う。この会議について，我々の反省も含めであるが，どうしても報告事項が多くなってしま

う部分があるため，協議事項等，社会教育推進のための建設的な会議ができることが望まし

い。隔月の記載により，これまで年６回の開催が保障されていたが，予定を決める中で，会議

の回数や中身の実質的な担保については，引続き維持していただきたい。 

〇篠﨑議長 

 私も同感である。社会教育の大会等に出席し，各自治体の社会教育委員の会議の開催状況を

聞くと，てんでんばらばらで驚くことがある。そのため，今回のような改正はこれで良いと思

う。 

〇事務局 
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 御意見ありがとうございました。本日委員の皆様からいただいた意見を踏まえ，次回の会議

にて案をお示ししたいと思う。 

 

第５ブロック研修会について （資料及び次第なし）  

〇事務局 

 次第に記載していないが，今年度の第５ブロック研修会についてお伝えさせていただく。今

年度幹事の小金井市に実施の可否を確認したところ，実施の方向で準備中であり，１１月２２

日を予定しているとのこと。案内が届き次第，メールにてお送りさせていただく。 

 

４ 次回の会議日程 

日時：令和２年１１月１０日（火） 午後３時～５時  

場所：調布市教育会館２階２０１及び２０２会議室 

 

５ 閉会 

〇宮下副議長 

 都内の新型コロナウイルス新規感染者も多少落ち着きを見せたかなと思われるが，まだまだ

これから長期戦だと思われる。会議の中で話のあった成人式については，出席者にとっては友人

等との再会を喜ぶ場となるが，例えば大学の卒業式などは無くなってみて初めてけじめの意味

が分かるということもある。そういった意味では，成人式は開催の方向で検討とのことであった

ため，二十歳の方々にとっては，とても良い機会になるのではないかと思う。できるだけ，円滑

かつ秩序だって開催できるように，知恵を絞っていきたいと思う。感染対策のひとつとして，一

部分ではあるが知恵を寄せていただけたらと思う。 


