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令和２年度調布市社会教育委員の会議第６回定例会 議事録 

 

１ 日 時  令和３年３月２３日（火）    午後３時００分から午後４時５５分まで 

２ 会 場  調布市教育会館３階３０１会議室 

３ 出席者  ８人 

篠﨑議長，宮下副議長，荒井委員，菊池委員，田村委員，西牧委員，新田委員，福田委員 

４ 傍聴者  １人 

５ 事務局，説明者 

  社会教育課長，社会教育課職員３人 

  東部公民館長，西部公民館長，北部公民館長 

  中央図書館 副館長，中央図書館 副主幹 

  郷土博物館係長２人 

  武者小路実篤記念館 事務局長 

６ 議 題 

(1) 令和３年度事業計画（案）の説明 

ア 公民館事業計画（案）（資料１） 

イ 図書館事業計画（案）（資料２） 

ウ 郷土博物館事業計画（案）（資料３） 

エ 武者小路実篤記念館事業計画（案）（資料４） 

オ 社会教育課事業計画（案）（資料５） 

(2) 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第５ブロック研修会について（資料６） 

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第７回実行委員会につ 

いて（資料７） 

ウ 東京都市町村社会教育委員連絡協議会第２回理事会について（資料８） 

エ 令和２年公民館運営審議会第６回定例会及び令和３年公民館運営審議会第１回定例会 

について（資料９） 

オ 令和３年調布市成人式の中止について（資料なし） 

 (3) その他 

    令和３年度社会教育委員の会議の開催日程について（資料１０） 

６ 議事録 

〇篠﨑議長 

では，会議を始める。緊急事態宣言が解除されて少し安心したという方もいれば，逆に緊張さ

れている方もいらっしゃるかと思う。久しぶりの会議となるが，この会議もしっかりコロナ対策

を行った上でやっていきたい。皆様マスクをしての参加のため，発言の際には聴きとりやすいよ

う通常より大きめの声で発言をお願いしたい。 
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それでは議題へと入る。 

(1) 令和３年度事業計画（案）の説明 

ア 公民館事業計画（案）（資料１） 

〇東部公民館長 

それでは，資料１を用いて説明する。はじめに公民館事業計画につきましては，例年１月の公

民館運営審議会に素案をお諮りし，御協議いただいた。また，３月の教育委員会定例会で案をお

諮りし，了承を得た後に正式決定となる。はじめに，本事業計画の構成であるが，公民館ごとに

冒頭で計画の基本的な考え方を整理するとともに，それに続く一覧表で青少年教育・高齢者教

育・家庭教育・成人教育・国際理解教育の５つの学習分野を主軸に，個別の事業を整備している。

基本的な考え方に反映した３公民館共通の観点としては学びを通じた人づくり・仲間づくり・地

域づくりを支援する観点や，学びの成果が生活課題や地域課題の解決に活かされる事業展開に

努める観点などが挙げられる。 

また，個別の事業には施設特性や地域性，これまでの取組経過などを加味した内容を反映させ

ている。 

―資料に沿って報告― 

それでは，１ページを御覧いただきたい。東部公民館の基本的な考えとしては，リード文に記

載の通り地域に根差した公民館の基本的な姿勢として，地域住民の生涯学習や集会の場を提供

すること，地域コミュニティの希薄化が課題となる中で持続可能な地域づくりを学習面から支

援していくこと，市民の学習の成果が生活課題や地域課題の解決に活かされる事業展開に努め

ることはこれまでと変わりない。また，教育プラン及び社会教育計画を踏まえ，市の基本計画に

掲げる関連諸施策を推進する観点も重視いたしたい。 

１の青少年事業ではテーマ性と連続性を持たせた「東部ジュニア教室（体験教室）」を実施し，

興味・関心を共有できる異なる年齢の仲間づくりを支援する。 

２の高齢者事業では，高齢者の抱える不安の解消や，知っておきたい制度を学び，高齢者の健

康づくりや，生きがいづくりを支援する。 

３の家庭教育事業では，家庭が円満になる方策や子育ての悩みの解消や軽減など，実際生活に

即した学習テーマの「家庭教育講座」を実施し，参加者の仲間づくりや共同学習・相互学習の活

性化を支援する。 

４の成人教育では，市の施策の推進を学習面からサポートする企画，地域資源を活用した企画，

地域課題や生活課題を題材にした企画，関係機関・団体等との連携協働による企画を優先的に実

施するほか，公民館の利用が少ない層の参加と利用促進につなげることもねらいに実施する。 

５の国際理解教育では常に変化する国際社会や多様な文化への理解を深める「国際理解講座」

を実施し，国際交流と多文化共生の地域づくりを促進する。このほか，登録団体や利用団体の学

習活動の発表の場，学習活動を通じた地域交流の場として「東部地域文化祭」を実施し，地域の

学び合いの輪を広げるとともに，東部公民館と登録団体との共催事業を実施する。 

各事業についての詳細は資料にあるため省略させていただく。 
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東部公民館は仙川商店街を中心に，桐朋学園，白百合女子大学，武者小路実篤記念館，若葉図

書館などの教育関連施設，せんがわ劇場などを含め，魅力的な地域施設が特徴である。 

これまでも，桐朋学園の学生によるせんがわ劇場コンサート，白百合女子大学へのツアー，武

者小路実篤記念館との連携事業などを企画した。このような地域的な魅力を活かした事業展開

をはかり，地域コミュニティの活性化につながる取組をより一層深めてまいりたい。東部公民館

については以上である。 

〇西部公民館長 

 続きまして，資料の６ページを御覧いただきたい。 

 ―資料に沿って報告― 

西部公民館の事業計画について説明させていただく。西部公民館は市の西南部に位置し，西部

児童館が併設する施設として，昭和５８年６月に開館した。多摩川などの自然環境にも恵まれ，

近隣には小・中学校のほか保育園・図書館などの公共施設があり，交通面では公民館の前を通る

調布駅と飛田給駅を結ぶミニバスが運行されている。施設の特徴としては，広いロビーと調理の

実習室があり，ロビーを使ったお楽しみ会やコンサートなどの行事，料理サークルの活動が活発

である。 

 西部公民館では，地域コミュニティの拠点として，公民館活動を推進するため，講演会，市民

講座，文化教室，地域文化祭など参加型の事業を展開している。 

令和３年度にあっては，新型コロナウイルス対策を念頭に，地域の要望や課題を踏まえた事業

の開催に取り組むとともに，地域との連携では，自治会の開催する防災訓練への参画，地域にあ

る包括支援センターが中心となる西部地域ネットワークに参加するなど，地域の一員として地

域の課題を解決できるように取り組みを進めてまいりたい。 

また，施設面では，利用者に安全で快適な学習環境を提供，維持するため，これからも施設の

改修，補修等を可能な限り実施いたしたい。今後も，施設の老朽化に対応した設備改修や修繕に

ついて，市の整備計画にあわせて進めたい。 

主な事業について。 

１「家庭教育事業」では，子育て中の若い世代が地域や子育てについて幅広く学び，参加者が

交流できるような子育て支援事業を開催する。なかでも，中心的事業となる「子育てセミナー」

は，公民館で学ぶ場や機会を提供することで，子育て家族に対する支援を行っていきたいと考え

ている。 

２「青少年教育事業」では，子どもの興味のあることを，交流を図りながら一緒に考え，学習

する講座を実施し，子どもたちが健全に楽しく安心して学べる事業の展開を図る。 

３「成人教育事業」では，教育・福祉・環境・歴史・経済・平和・防災などにおける様々な分

野で現代社会や地域の出来事に関連する講演会・講座等を開催する。 

４「高齢者教育事業」では，各種シニア向け講座等，高齢世代の生活に密着した課題・健康・

福祉・生きがいなどに対応する事業を開催する。 

５「国際理解教育」では，変化する国際社会に生きる人間として，異国の生活や文化などに目



4 

 

を向け，理解を深めるための国際理解講座をはじめとした，事業を開催する。 

６「団体支援」では，公民館登録団体の独自性・自主性を尊重し，各サークル活動の育成と支

援を図ると共に，学習や文化活動の成果発表の場である「地域文化祭」を創意工夫しながら，一

層の充実・発展をさせてまいりたい。 

なお，個々の事業の内容等につきましては，７ページから９ページに記載してありますので，

御確認をお願いいたしたい。西部公民館からは以上である。 

〇北部公民館長 

続いて，北部公民館の説明をさせていただく。 

―資料に沿って報告― 

１０ページを御覧いただきたい。北部公民館は，周辺の地域に上ノ原小学校や神代中学校など

の教育施設や大規模な集合住宅が数多く立ち並び，緑あふれる上ノ原公園に隣接しており，自然

豊かな落ち着いた見晴らしの良い高台にある。 

この地域では，昭和４０年代初頭から開発が進み，早くから子ども会などの地域活動が活発に

展開されてきた。また，北部公民館を活動の拠点にしている地区協議会，健全育成推進地区委員

会などの団体の地域活動が活発な地区である。令和３年度につきましても，こうした地域特性を

活かし地域住民や地域で活動している団体と連携を図り，地域に根差した公民館事業を展開し

てまいりたい。 

それでは，資料の中段以降の１から８において基本的な考え方を説明する。 

１子どもたちが楽しく学べる事業や，仲間作りに役立つような青少年教育事業を，学校・地域

と連携して夏休みを中心に実施する。令和３年度の実施予定事業としては，様々な実験を通して

科学の楽しさや面白さを体験する子ども科学教室，子どもたちが自分の好きな動物の陶芸をつ

くる子ども陶芸教室，作品づくりを通して親子の交流を図る親子工作教室などの青少年教育事

業を実施する。 

２日々の生活に密着したテーマを取り上げ，地域の課題解決を側面から支援する事業を実施

する。資料の上段，８行目に記載のとおり，この地域では，平成１６年５月に調布市で５番目に

設立された地区協議会である「上ノ原まちづくりの会」が北部公民館を地域活動の拠点として活

動しており，この「上ノ原まちづくりの会」との協働企画で「北の杜講座」を開催するなど，地

域で活動する団体と連携して地域の課題解決を目的に実施する事業を実施する。 

３豊かで文化的な人生を送るための，歴史，音楽，絵画，工芸等の事業を実施するとともに，

地域人材の発掘・活用に努める。実施予定の事業としては，日本の歴史を振り返り時代背景につ

いて学ぶ歴史講座につきましては，今年度はＮＨＫ大河ドラマの主人公・渋沢栄一と徳川慶喜を

取り上げる。その他，地域のことを良く知る調布市在住の講師による深大寺とその周辺の地域の

歴史を学ぶ講座を開催予定である。 

また，北部公民館には陶芸窯や美術室，防音設備の整った音楽室などがあり，固有の施設を活

用して，スケッチ入門教室やアコースティックギター教室などを開催する。 

４平和を守り継続していく大切さを後世に残すために，市民とともに平和について考えるワ
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ークショップやコンサートなどの平和事業を実施する。 

５高齢者にとって関心の高いテーマを取り上げた講座を開催する。介護予防のためのロコモ

体操の講座など高齢者が健康を増進し，体力を維持しながらなごやかに学ぶ事業を実施する。 

６幼児から小・中学生の親を対象に子育てについて学び，子育ての不安を解消するための保育

付き講座を開催する。また，０歳児から参加できる読み聞かせや，音楽に親しめる家庭教育コン

サートなど，就学前の幼児と親を対象に親子が一緒に楽しみ，ふれあえる教室を開催する。子ど

もたちが成長の中で大切なことを学ぶ家庭教育事業を実施してまいりたい。 

７世界の国々に焦点をあてて，その歴史や現状を学び，世界を考え，理解を深める国際理解教

育事業を実施する。 

８地域コミュニティの活性化について，団体の学習・文化活動を側面から支援する。地域文化

祭は，利用団体の日ごろの学習，文化活動の発表・展示の場であるとともに利用団体と地域住民

との交流の場となっている。今年度の文化祭は，様々な新型コロナウイルス感染症拡大防止対策

を講じ，創意工夫を凝らして開催した。ウクレレ演奏，紙芝居，コーラスなどの公演の映像を事

前にＤＶＤに収録し，映像コンサートという形でスクリーンに上映をした。令和２年度の経験か

ら得たノウハウを生かして令和３年度も感染拡大防止策を徹底し，文化祭実行委員会と連携し

安全・安心な文化祭の開催に取組みたい。北部公民館の説明は以上である。 

〇篠﨑議長 

では３館の説明が終了したため，協議へと移りたいと思う。委員の皆様，意見のある方はいら

っしゃるか。 

〇西牧委員 

北部公民館の説明で学校との連携とあったが，具体的にどういったものか。 

〇北部公民館長 

 北部公民館は上ノ原小学校や神代中学校の近くにあり，親子で参加できる教室の開催を予定

している。主に夏休み期間中に行う教室についてどういった項目が良いか，生徒の望む内容にす

るため，学校に連携をはかり，授業内容を参考にして決定している。今年度の連携についてはこ

れから具体的な部分を決めていくところである。 

〇西牧委員 

内容について学校での経験を活かす，あるいは子供たちを集める際に学校に協力してもらう

ということか。 

〇北部公民館長 

そのようにできるよう，事前に調整する予定である。その他，実施期間が学校行事と重ならな

いように実施いたしたい。 

〇西牧委員 

承知した。 

〇菊池委員 

３館へ質問いたしたい。高齢者教育の対象年齢について各館若干異なるようだが，どのように
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設定しているのか。講座の内容によってなのか，過去参加した方の年齢を参考にしているのか。

また，実際に参加されている方の年齢はどれくらいか。 

〇東部公民館長 

高齢者の年齢の考え方については，世間一般的には６５歳以上とされているため，西部公民館

はその点を基準に設定している。東部公民館と北部公民館は概ね６０歳以上となっているが，こ

れは定年退職に至る前から高齢者層への参加・利用を呼びかけ，円滑にリタイヤ後の地域とのか

かわりを結んでいただくという視点を重視したのが，６０歳以上という年齢設定の考え方であ

る。概ね６０歳というと事業設定においては５５歳以上から募集する場合もある。 

〇西部公民館長 

 西部公民館での高齢者層の年齢設定は一般的とされる６５歳以上と設定をしている。３公民

館それぞれが異なる考え方ということではないが，利用者からの声として６０歳から高齢者と

いう扱いに疑問を持つ方がいらっしゃったこともあり，６５歳からとした。実際に事業に参加さ

れる方は６０～９０代くらいの方がいらっしゃるが，７０代が多いようである。 

〇北部公民館長 

 北部公民館は事業計画案にあるとおり６０歳以上を設定している。事業によって学習するも

のであったり，体を動かすものであったりと，適した年齢が異なる場合があるため，講師と相談

した上での年齢設定をしたいと考えている。 

〇宮下副議長 

 北部公民館から今年度は様々な制約があった中で工夫したことを次年度にも活かすといった

話があったが，企画の中でもコンサートのような文化・芸術関連では令和２年度は大変制約が大

きかったように思う。単に市民に向けた企画を立てていくというだけでなく，文化・芸術を担っ

ておられる立場の方たちにとっても講座が貴重な機会となるように感じられる。公民館として

何か考えはあるか。 

〇東部公民館長 

 基本的な考えとして市のガイドラインに則り，遵守した上で事業を行っていくことが第一で

あると考えている。緊急事態宣言期間中を振り返ると，事業は中止または延期としており，期間

外は部屋の定員制限等があった。今現在も定員の５０％での利用とする制限があり，それを遵守

することが重要であると考えている。 

芸術の分野では東部公民館では例年コンサートを行っており，桐朋学園の学生等に演奏してい

ただいていた。従来はサロンコンサートのように公民館の部屋を利用して実施していたが，それ

では人数制限のために観客がかなり限られてしまうため，令和２年度は場所をせんがわ劇場に

変更した。施設の利用定員５０％という制限を守りながら実施をした。 

 現在行われている講座でも施設定員の制限を守れるよう，隣室にケーブルで画像と音声をつ

なぎ，講座を受けられるように工夫を行っている。コロナ禍となってほぼ１年であるが，都度対

策を講じているところである。 

〇宮下副議長 
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 文化・芸術を担っている人たちにとって，こういった講座が意義をもっているという視点はコ

ロナ禍となってから我々も初めて気が付いたところがある。災い転じて，ではないが，経験を活

かして来年度はよりよい講座を実施していただきたい。 

〇西部公民館長 

 西部公民館は先ほどお伝えした中にもあったが，沖縄民謡を奏でる方をお招きし，広いロビー

でのコンサートを実施した。演奏者の方から演奏できる機会があることがありがたいというお

話があったほか，観客からは『コロナ禍で行く場所がない中，旅行もできずにいたが，沖縄へ行

ったような気持ちになれた。公民館が近くにあってよかった。』といった声があった。 

 報告できるようなものはこの一点だが，困難な状況であっても今後も尽力していきたいと考

えている。 

〇北部公民館館長 

 先ほどの報告にもあったが，文化祭では映像コンサートを行った。そのほか，文化祭の取組を

映像にまとめたものを，調布市の公式 YouTubeにて配信し，従来にはない取組を行った。講座に

ついては別室でライブ中継を行って開催している。北部公民館は防音の学習室があり，音楽の講

座が盛んである。ウクレレ，ドラム，ボーカル，キーボード，ゴスペル等様々な講師を招き，３

月２８日（日）に生演奏と音楽座談会の開催を予定している。コロナ禍であっても少しでも音楽・

芸術分野の発信を行いたいと考えての取組である。 

 こういった今までにはない取組を来年度も取り入れていきたいと考えている。 

〇篠﨑議長 

 コロナで今年度開催が中止あるいは延期になったものは東部公民館では何％くらいであるか。 

〇東部公民館長 

 今年度は４月から５月まで緊急事態宣言期間であったため，企画自体が抑えられていた。その

ため，中止となったのは数事業である。２回目の緊急事態宣言期間では５，６事業を延期とした。 

〇篠﨑議長 

 承知した。西部公民館はいかがか。 

〇西部公民館長 

 中止としたものは前半では７，８事業。後半は３，４事業であった。ひとつの事業が複数回か

ら構成された連続したものもあったため，回数ではなくひとつのタイトルとして数えれば，全体

では１０から１２事業が中止になったという認識である。 

〇篠﨑議長 

 承知した。北部公民館はどうであったか。 

〇北部公民館長 

 今年度の４月，５月に４つの事業が中止となった。２回目の緊急事態宣言期間となった２月か

ら３月にかけては７つの事業が中止となった。一度中止にした事業の中には今後再度組みなお

し，次年度開催する予定のものもある。そういった事業を除けば，完全に中止となったのは２月

から３月では５事業である。 
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〇東部公民館 

 補足として，中止となった事業に大きなものがあった。令和３年１月に予定していた３館合同

講演会である。グレートジャーニーで有名な関野吉晴氏を講師にお招きし，講演会を行う予定で

あった。人数が１４０名と多く，年度内の予定の組み直しが難しかったため，中止とした。 

 参加予定であった方には電話連絡をし，当日の現場対応として職員配置も行った。 

〇篠﨑議長 

 承知した。公民館事業計画（案）については以上とする。 

 

イ 図書館事業計画（案）（資料２） 

〇篠﨑議長 

では，事務局に説明をお願いしたい。 

〇中央図書館 副館長 

それでは，令和３年度調布市立図書館事業計画について，説明を申しあげる。 

―資料に沿って報告― 

資料２の１ページ，１の方針であるが，調布市では，中央図書館及び１０館からなる図書館の

システムを構築し，いつでも，どこでも，だれでも気軽に利用できる図書館を目指して活動を続

けている。 

一方，今大きな課題としては，各活動の核となっていた経験を積んだ職員が数多く退職の時期

を迎えており，急速に若手職員との世代交代が進んでいる。経験を引継ぎ，常に安定したサービ

スの提供ができる職員体制，後進の育成を図る必要があるが，なかなかそれがうまく実現できて

いない状況である。“市民の読書活動を推進し，様々な情報や資料の収集及び提供を行い，調査・

研究の支援拠点であり続けること”，これを目標にしているが，このためには早急にこの課題に

取組まなければならないと考える。 

また，より多くの市民に図書館が利用されるよう事業の充実を図るとともに，ＰＲに努め，未

利用者へ利用を促していくことが大切であると考えている。 

なお，今，新型コロナウイルス感染拡大により変化する社会にも対応し，図書館活動を実施し

ていくことが求められているということを痛感している。 

２ページ（１）図書館運営体制，利用状況の分析や，サービスや業務の見直しを行うという部

分に関し，係ごとの業務の洗い出しと改善案の集約を進めている。調布市基本計画とともに調布

市教育プランの主要事業施策内にある生涯学習社会への対応のうち，「市民の読書，調査活動へ

の支援」，同じく地域ゆかりの文化の保存と継承のうち「地域ゆかりの文化を生かした事業の展

開」を踏まえた事業，具体的には水木しげる氏のような著名な作家の作品や，地域ゆかりの資料

の収集・保存と活用，映画関連の企業との協働活動による「映画のまち調布」の特色を活かした

事業展開に取組む。 

なお，諮問機関である図書館協議会からの意見を参考に運営体制を検討する。 

（２）図書館資料の提供から，４ページの（９）行政内部，各種団体・機関等との連携の推進
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までが，各係の基本的な業務とその進め方である。取組の基本的な考えを記しておりますので，

御一読いただきたい。 

５ページの２主要事業（１）運営関連事業から１０ページの（８）中学生・高校生世代へのは

たらきかけまでに具体的な事業を記載している。一部，主だったものは，毎月教育委員会所管事

業にも掲載をしている事業である。市民の読書活動を推進し，また様々な情報・資料の収集及び

提供を行い，調査・研究の支援拠点であり続ける図書館であること。また，地域の核としての図

書館活動について，記載いたした。年齢に応じた事業では５ページの（２）児童サービス関連事

業の中で，各分館と小学校の学校図書館などとの連携や，協力が含まれる。 

残念ながら，令和２年度は事業の多くがコロナウイルス感染症の影響で中止となったが，これ

らの事業は図書館の根幹をなすものであって，今後も対策を講じつつ，できるだけ実施できるよ

う努力してまいりたい。 

最後に施設の経年劣化対策としては，様々な分館が経年劣化を迎えているが，１０ページの

（９）施設整備にある佐須分館の空調工事は令和３年度第一回調布市議会定例会で令和２年度

補正予算として承認され，今夏の前までに完了させるため令和３年度への繰越経費となってい

る。 

図書館事業計画（案）についての説明は以上である。 

〇福田委員 

 １０ページ（８）にある「ぶちねこ便」の発行について，とてもよいと思っている。今後も継

続してもらいたい。 

新型コロナウイルス感染拡大により変化する社会に対応する図書館活動を実施していくとの

ことだが，具体的にどのようなものか。 

〇中央図書館 副館長 

新型コロナウイルス感染症により緊急事態宣言となった際，休館や時間短縮の対応を行った。

その中で強まった市民の借りたい，読みたいといった声に着実に応え，本を読んでもらえるよう

な方策を講じたいと考えているところである。 

各館で子ども向けに絵本の読み聞かせ等の事業を行っているが，密にならないように対策を

とるなどして，実施できるものに関しては実施していきたい。 

各分館が中心となって近隣の学校図書館との連携が非常によい形で進んでいる。調布市の鳥

であるめじろをモチーフにしたキャラクター「じろー」が主人公となって冒険する物語を，子ど

もたちと図書館が一緒になって作成している。 

〇中央図書館 副主幹 

補足いたしたい。「ぶちねこ便」に関しては担当者に伝えさせていただく。大変励みになると

思われる。 

感染症拡大防止のため，図書館利用者には短時間の滞在を依頼しているところである。そのた

めか，事前に本の予約を行い，カウンターに用意された本をすぐに借りていくという利用者が多

くなっている印象がある。中央図書館に来て自分で書架を見ながら本を選んで借りていくので
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はなく，インターネット上で検索をして，自分の身近な分館に本を取り寄せて本を借りる方が多

くなっており，休館後は中央図書館よりも分館からの貸し出し・戻りが多くなっている。図書館

からの依頼によって，利用者が工夫をしてくださっている。 

近隣の市には電子図書を導入しているところもあるが，コストパフォーマンス面の問題や，電

子図書の種類がまだ数少ないことから，検討はしているものの，導入には至っていない。今後も

検討は続けていく予定である。 

本を借りるというだけでなく，調べものという観点からの報告として，これまでは図書館に来

館した利用者が窓口で希望の資料の相談をし，用意するという流れであったが，今後はメールリ

ファレンスという形で，メールで依頼を受け，こちらで資料を調べ，用意したのちに連絡をして

取りに来ていただくという形をすすめていかなくてはならないと考え，準備をすすめている。メ

ールでのやりとりの場合，利用者と図書館の認識に相違がないか確認が必要になるため，電話を

併用しつつ取組みたいと考えている。 

〇篠﨑議長 

 図書館での滅菌作業のマニュアルはどのようなものか 

〇中央図書館 副主幹 

 図書館に返却された本はすべてアルコール消毒をし，書架へ並べている。 

〇篠﨑議長 

 アルコール消毒というのは表紙だけか。 

〇中央図書館 副主幹 

 表紙のみである。本の本文用紙を濡らすことはできない。紫外線殺菌の機械はあるが，たくさ

んの量に対応できない上，紙を痛めるため，積極的に使用はしていない。臭いが酷い場合等に使

用はしている。利用者には読書前後の手洗いを呼びかけている。 

〇篠﨑議長 

 承知した。 

〇西牧委員 

 よく図書館を利用しているが，図書館から学年ごとに薦めている本のリストが素晴らしい。た

くさんの本があると子どもたちは選びにくいと思われるが，年代に応じたリストの厳選方法は

よいと思う。 

 分館では小さな子どもが喜ぶような手作りのガチャガチャや，書棚を歩いて探し，答えを見つ

けるクイズなど，行くたびに新しい工夫があっていつも感心している。 

 公民館の場合，講座に参加した方のお名前などを登録していると思うが，図書館は不特定多数

であるように思う。総合福祉センターなどでは通ると検温結果がモニターで出るが，そういった

ものは導入されているか。 

〇中央図書館 副主幹 

 検温システムの導入も検温の実施もしていない。来館者の名前の記録もしていない。記録につ

いては思想・良心の自由と絡んで難しいところである。市内の図書館では実施していないほか，
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近隣でもしているところはないと聞いている。 

〇篠﨑議長 

 それは問題ではないか。現在劇場等でも検温はしなくてはならない状況である。現在検温機材

の性能は良くなり，価格は低下している。図書館は通過する場所ではなく，滞在する施設である

以上，機材を導入すべきではないか。なぜ導入しないのか。 

〇中央図書館 副主幹 

 令和２年度に実施した講座では，人数をかなり絞り，来館者の名前の控えや検温を実施いたし

た。また，時間の短縮と３密の回避にも努めて行った。機材の価格低下は存じているが，今年度

は金額的に機材を導入することができなかった。 

〇篠﨑議長 

 安全のために導入すべきである。図書館の入口に機材を置き，検温を必ず実施した方がよいの

ではないか。 

〇中央図書館 副主幹 

 図書館での検温の実施は行っていないが，来館者自身に熱のない状態での利用や，マスク着用

の呼びかけは行っている。 

〇篠﨑議長 

 承知した。 

〇新田委員 

 検温機材の予算要求はしていないということか。 

〇中央図書館 副主幹 

 していない。中央図書館の場合，たづくりの入口で検温を行うという話が出たことがあり，そ

うしていただければと思っていたが，たづくりでの機材は設置されなかった。 

〇新田委員 

 図書館として予算要求をしたが却下されたのか，要求をしていないのかどちらか。 

〇中央図書館 副主幹 

 予算要求していない。 

〇菊池委員 

 予算要求と設置をすべきであると思う。 

〇篠﨑議長 

 ぜひ検討していただきたい。 

 

ウ 郷土博物館事業計画（案）（資料３） 

〇郷土博物館係長 

 令和３年度調布市郷土博物館事業計画（案）について説明させていただく。 

―資料に沿って報告― 

 郷土博物館では，郷土の歴史や文化を後世に伝える文化財の保護・資料の収集を行い，展示や
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普及活動を実施することで地域文化の醸成を図る。 

はじめに郷土博物館事業ですが，令和３年度も引続き，地域資料を展示公開し，調布市の歩み

を紹介して，地域で育まれた伝統文化に触れる機会を提供する。 

また，子どもたちが郷土に対する誇りと愛情が持てるよう，郷土学習の機会を提供するととも

に，学校教育との連携の中で，博物館での団体見学による郷土学習を支援する。そのほか，福祉

部門と連携した事業などにも，取組んでまいる。 

次に文化財保護事業では，地域の文化財や伝統文化を保護・継承し，地域に根ざした文化財保

護，活用事業を行う。 

令和元年度から３か年にわたり，調査を実施してきた深大寺所蔵の近代文書等資料調査につ

いては，成果をまとめた目録を刊行する。 

下布田遺跡については，史跡整備対象範囲について，基本設計に先立つ測量委託を実施する。 

埋蔵文化財の発掘調査に当たっては，引き続き調布市遺跡調査会への委託による，適切な発掘，

資料の整理保存を行う。 

武者小路実篤記念館につきましては，平成３１年度から１０年間の指定管理期間となったこ

ともあり，引続き，中長期的な視点を踏まえた事業の進行について，適正な管理に努めてまいる。 

２ページの中段以降の事業計画一覧表について。 

１展示活動は，常設展示のほか，企画展示，郷土学習展を予定している。企画展示では，東京

2020 大会を記念してオリンピック・パラリンピックの機運醸成を目指すほか，多摩川にまつわ

る，歴史・民族資料に関連する展示を行う。 

３ページの２教育普及活動として講座，講演会，見学会等と，体験学習会・子どもはくぶつか

んの事業を実施する。 

また，４文化財保護普及活動では，文化財の指定・活用等を審議する文化財保護審議会の開催，

深大寺近代資料に係る史料調査，遺跡や文化財の見学会，文化財講演会などを実施する。 

そのほか４ページのとおり，伝統芸能の保存活動，埋蔵文化財の発掘調査，下布田遺跡や深大

寺城跡の整備活用，真木家住宅の保存管理を進めてまいる。特に下布田遺跡については，令和２

年度に策定した整備基本計画に基づき，史跡整備事業を推進いたしたい。説明は以上である。 

〇篠﨑議長 

 意見のある方はいらっしゃるか。 

〇田村委員 

教育普及活動として郷土博物館では学校の授業で要請があった場合は何かあるか。 

〇郷土博物館係長 

博物館の展示事業の中で大きな事業として，令和３年１月から実施している昔の暮らしを紹

介する郷土学習の展示がある。これは例年市内の公立小学校２０校と私立小学校２校の計２２

校の学校が，３年生の学習指導要領に基づいて，毎年学習のため展示期間中に来館し，学習して

いる。今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で緊急事態宣言が出ている中，仙川地区や深大

寺地区など，距離がある学校の小学生が博物館まで移動する際のリスクや，１学年１３０名ほど



13 

 

いる小学生に対し，郷土博物館の施設自体のキャパシティが現在４０名に制限しており，受け入

れが難しいと判断した。そのため，新たな試みとして博物館の職員が小学校へと訪問し，授業を

行った。大変好評であり，授業を受けた小学生が家族と一緒に改めて郷土博物館へ来館したり，

友人を誘って来館したりということがあった。 

来年度も引き続き学校での学習との連携を図りつつ，展示事業等を進めていきたい。 

〇田村委員 

 承知した。 

〇篠﨑議長 

 ホームページでの情報量はどの程度か。 

〇郷土博物館係長 

 博物館で行っている事業に関しては市報で伝えていることが多く，ホームページを見て来館

した利用者がどの程度いるのかアンケートをとったことがなく不明である。 

〇篠﨑議長 

 ホームページを見て来館した方についてではなく，ホームページで博物館の資料をどの程度

見ることができるのか。 

〇郷土博物館係長 

 博物館の資料に関して，インターネットを通じてホームページで資料を確認できるかについ

ては，現在博物館にて事業を進めているところである。 

受け身ではなく博物館から発信しなければ，博物館にある貴重な資料に興味をもっていただ

くことができないため，新たな試みとして twitter のアカウントを取得して情報発信を行って

いる。 

〇篠﨑議長 

 他の博物館では３Ｄで館内を見ることや，資料を読むことができる所がある。郷土博物館もで

きれば早めに進めたほうがよいと思われる。コロナ禍の状況も含めて。 

〇郷土博物館係長 

 承知した。 

〇西牧委員 

 調布市内の中学校で社会科の教員に就いていたときに，郷土博物館から千歯扱きなどいくつ

か展示物を借りたことがある。実物を使った授業は子どもたちが興味を持ちやすい。 

当時は自分から依頼をして借りることができたが，借りられることを知らない方が多いよう

に思う。博物館側で時代ごとの道具をまとめて，借りられるキットやパックを作成してはどうか。

どういったことならば博物館が協力できるのかを示してもらいたい。 

〇郷土博物館係長 

 今回，学校訪問にて行った郷土学習の授業のため，パッケージのようなものを用意した。各学

校に持って行くものを分けて考えたものである。小学生は実際に見るだけでなく，道具に触るこ

とによって興味がわくということも多いと思う。今後は各学校に出向いて触れてもらう機会だ
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けでなく，博物館内の展示でもなるべく触って経験が持てるものにしていきたい。そのように事

業を進めてまいりたい。 

〇篠﨑議長 

 そういった事業を進める際には，滅菌作業をマニュアルに含むとよい。ＵＶ殺菌も３１分ほど

で完全にできるため，ぜひ検討していただきたい。 

〇菊池委員 

郷土学習展のちょっと昔の暮らしとあるが，ちょっと昔とはどのあたりか。展示物の中には自

分たちの世代が日常的に使っていたものが展示されていて，こういったものに興味があるのか

と思った。昔の道具を処分することをためらっている方もいるため，博物館から資料として欲し

いというものがあればわかるようにして欲しい。貴重な資料となり得るものが処分されている

かもしれない。 

〇郷土博物館係長 

 今回の展示で扱っていたものは昭和３０年代や４０年代あたりのほんのちょっと昔から，古

いものでは１００年近く前のものを展示した。現在の小学３年生の親よりも，もう少し上の世代

の方がどういった暮らしをしていたのかという展示である。小学生や来館者にはとても興味を

もって見てもらえたと感じている。幅広く紹介はしているが，ちょっと昔として昭和３０，４０

年代を中心に扱った。 

 

エ 武者小路実篤記念館事業計画（案）（資料４） 

〇武者小路実篤記念館事務局長 

 令和３年度武者小路実篤記念館事業計画（案）について説明させていただく。 

―資料に沿って報告― 

資料４の１ページを御覧いただきたい。武者小路実篤記念館は，武者小路実篤の業績を顕彰し，

広く市民の教養・文化向上に寄与するため，次の事業目標のもと，調布市教育プラン及び調布市

社会教育計画に沿って事業を展開する。１武者小路実篤の顕彰，２実篤記念館のブランド化（日

本で唯一の実篤研究の情報発信基地），３次代を担う子どもへのアプローチと利用の拡大（博学

連携事業），４実篤記念館と実篤公園を活用した事業展開，５館の外へとつながる事業である。 

 令和３年度の主な事業について説明する。まず，記念館の柱となる展示活動についてである。

昨年，『白樺』創刊１１０年を記念した春の特別展を開催する予定であったが，新型コロナウイ

ルス感染症の影響により，延期となった。今年の春に改めて特別展を開催予定である。また，秋

には映画のまち調布と関連し，実篤文学の映画化作品やゆかりの映画人を紹介する展覧会を開

催する。所蔵品を中心とした企画展５回も併せて開催し，年間計７回の展覧会を開催予定である。 

 実篤の幅広い活動を紹介するため，テーマを設けて様々な収蔵品を展示する。これらの展示活

動を通して実篤の活動や魅力，実篤記念館の収集活動の成果を広く周知し，認知度を高める。 

 次に普及活動である。講座・講演会，ボランティア活動を充実させ，満足度の高い事業を展開

する。新型コロナウイルス感染症などにより来館が困難な利用者にも学習の機会を提供するた



15 

 

め，配信等を活用する環境の整備に努めてまいりたい。 

 先ほど議長の話にあったＶＲ映像の撮影を行う。夏に撮影し，秋口にはホームページ上で公開

する展開を予定している。 

 また，郷土博物館や公民館をはじめ市内施設と事業協力を深めながら広く情報発信し，実篤記

念館の魅力を体感してもらう機会とする。 

 小・中学校をはじめとする学校教育との連携では，ＩＣＴ教育として生徒に配布されたタブレ

ットに活用できるような教材や情報を作成し，整備してまいりたい。また，記念館への来館促進

を図るための広報活動をさらに充実させる。 

 資料の収集及び保存，並びに調査・研究について。書架，原稿，書簡，図書，雑誌，写真及び

映像・音声資料など，様々な関連資料を収集するとともに，良好な状態で保存する。特に貴重な

収蔵品については，適切な保存・管理を図るために，資料状態の把握に努めるとともに，修復や

複製制作を実施する。さらに，「実篤」，「白樺」，「新しき村」の情報発信基地としての役割を担

っていくため，調査・研究を実施する。 

 情報提供システムは収蔵品データベース，情報閲覧システム，ホームページ等からなるもので，

日々の情報を更新し，情報の充実と利便性を図る。 

 具体的な事業概要や展覧会の日程については資料の２，３ページを御覧いただきたい。説明は

以上である。 

〇篠﨑議長 

 意見のある方はいらっしゃるか。 

〇宮下副議長 

 ＶＲの話があったが，旧宅や公園があるため，３次元での情報発信は大切に思う。ＶＲではど

ういったことを伝えたいと考えて作成しているのか。 

〇武者小路実篤記念館事務局長 

 ＶＲについては今回緊急事態宣言により遠方の方がどうしても来館できないといったことが

あり，そういった方をはじめ，実篤記念館を知らない方にも実篤記念館がどういった展示施設で

あるか，どんな作品があるのかを御紹介する第一歩にしたいと考えている。 

〇宮下副議長 

 実篤記念館だけでなく，郷土博物館や図書館にも通ずることだが，デジタルデータで伝えられ

る部分と，実際に来館し，生身でなくてはわからない部分と両方あるように思う。今回デジタル

の部分を作ることによって，今度は実際に行ってみなければその魅力に触れられないという部

分を開拓していただきたい。コロナ禍という状況を活かして発展につながるのではないかと感

じた。 

〇武者小路実篤記念館事務局長 

 副議長の仰るとおりで，まずはデジタルソースでの実篤記念館や実篤の紹介を考えている。そ

して最後には実篤記念館に来て，実際の作品を見ていただく，楽しんでいただけるように誘導で

きるような内容にしていきたい。 
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オ 社会教育課事業計画（案）（資料５） 

〇社会教育課長 

 令和３年度社会教育課事業計画（案）について内容を説明する。 

―資料に沿って報告― 

資料５を御覧いただきたい。 

 １ 調布市社会教育計画に基づく方針。近年の日本社会を取巻く状況として，核家族化の進行

とともに，地域社会の人間関係が希薄化する中，貧困家庭の増加，それに伴う教育力の格差の拡

大，子供の養育に不安を持つ親の問題など，家庭教育の充実を図る施策の推進が必要とされてい

る。 

また，ＳＮＳの利用に関連して，青少年がいじめや犯罪に巻き込まれるといったケースが絶え

ない。学校や地域，家庭においてのルールづくりの重要性を改めて認識するところである。 

 さらに，市民相互の交流やつながり，ネットワークの構築を図ることにより，市民が地域社会

の中で居場所や活動の場を得られるよう，地域コミュニティの醸成につながる学習機会の提供

も大変重要であると認識している。 

 そうした中，調布市社会教育計画に掲げた将来像「すべての市民の学びが 笑顔あふれる社会

を築く」を目指し，令和３年度は新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を講じたうえで，調

布市社会教育計画，教育プランを踏まえ，事業概要のとおり各事業を実施する。 

 ２ 事業概要。はじめに社会教育委員の会議の開催である。事業内容は資料に記載のとおりだ

が，都市社連協関連としては，令和３年度は１１月に関東甲信越静社会教育研究大会東京大会が

開催となる。調布市は都市社連協の副会長市を務め，東京大会の準備を進める。 

 続きまして，社会教育関係登録団体の活動の支援。社会教育関係登録団体が行う，市民を対象

とする公開性のある事業等に対し，経費の一部補助や，活動の市民への周知など，各団体の活動

支援を行う。 

 学校施設開放による市民スポーツ・レクリエーション活動の支援。学校が地域社会の拠点とな

り，スポーツ・レクリエーション活動の場，及び身近で安全な場として利用できるよう，各学校

開放運営委員会と連携し，市民スポーツ，レクリエーション活動を支援する。 

 成人式の運営。新成人の門出を祝福し，その前途を激励するため，成人式を開催する。２０歳

前後の若者で構成する成人式実行委員会を組織して準備を進める。また，本会議の後半で今年度

の成人式中止について，別途報告をさせていただく。 

 社会教育情報誌「コラボ」の発行。社会教育情報誌「コラボ」を年３回発行する。 

 家庭教育セミナーの実施。公立小中学校ＰＴＡの企画・運営による家庭教育セミナーについて，

講師謝礼等の助成や，市報への掲載等の支援を行う。 

 学習グループ活動の支援。市内で継続的に学習活動を行うグループの活動を支援する。内容に

ついては記載のとおりである。 

 知的障害のある方を対象に実施している遊 iｎｇ，杉の木青年教室，のびのびサークルの３つ
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の事業につきましては，それぞれ記載のとおりである。ボランティアをはじめ，関係する皆さん

に御協力いただきながら，レクリエーションなどの様々な活動について支援を行う。 

リーダー養成講習会の推進。中学生対象のジュニアリーダー，高校生対象のシニアリーダー，

高校生以上から一般の方対象のレクリエーション講習会を実施し，地域で活躍できる人材を養

成する。 

 調布っ子“夢”発表会の実施。まちづくりへの参加意識を高めることを目的に，小学５年生を

対象に自由で夢のある意見発表の機会を提供する。 

 こどもの家の普及啓発。学校・保護者・地域の方々の協力のもと，こどもの家の普及啓発に努

め，通学路等の安全確保の取組を推進する。 

 青少年交流館を活用した青少年の交流・居場所づくり。親しみやすく，来たくなるような居場

所づくりを重視した運営を図り，青少年の様々な活動を支援する。 

 最後に八ケ岳少年自然の家の管理・運営。平成３１年４月から５年間の指定管理者として，株

式会社レストラン・ピガールを指定している。３年目となる令和３年度についても，引続き利用

者にとって安全で安心できる施設の管理・運営を行う。 

 説明は以上である。 

〇篠﨑議長 

 意見のある方はいらっしゃるか。 

〇福田委員 

 こどもの家についての支援とはどんなものか。市報への掲載等はあるか。 

〇社会教育課長 

 こどもの家は各公立小学校のＰＴＡからなる独自事業であり，登録者への説明等も各学校の

ＰＴＡにしてもらうという流れをとっている。あくまでもＰＴＡの活動の支援ということであ

る。社会教育課ではプレートやステッカーの発注を行っており，各小学校のＰＴＡから登録者の

数を伺い，プレートなどをお渡ししている。 

〇荒井委員 

 私は健全育成事業を担当しているが，毎回思うところがある。事業概要にリーダー養成講習会

の推進とあり，健全育成を図るということが目的のひとつにあるが，自分の地区でも健全育成の

中で似たような活動をしている。健全育成の管轄は児童青少年課であり，そこからリーダー事業

の話が下りてくるということが無く，情報が得られない。別途社会教育課と連絡をとる必要が生

じている。できれば横のつながりを強化していただき，月に１度ある健全育成代表者連絡会でも

リーダー講習会についての情報が得られるようになると，健全育成事業がやりやすくなる。 

〇社会教育課長 

 小学生が対象のジュニアサブリーダーの事業を司っていらっしゃる中に健全育成があるが，

すべての地区の健全育成が行っているわけではないということで，リーダーグループの方が事

業を総括されており，その事業に対して社会教育課から補助金を出しているという関係性であ

る。荒井委員の仰るとおり，小学生を対象にリーダー事業を行い，その内容から，今度は中学生
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あるいは高校生という形で，社会教育課の事業につながってくる原点になっているように思う。

そのリーダーグループの方々に連絡をしながら，例えば秋に行われているリーダーのつどい，あ

るいは３月に行われているリーダー大会，これらは小中学生という形でみなさん集まっておら

れる。情報の共有の部分については今後とも引続き丁寧に行っていきたい。 

〇篠﨑議長 

 他に意見はあるか。 

 以上でアからオの事業計画（案）を説明いただいたが，改めて質問はあるだろうか。 

 私からひとつ。この会議の前に Zoom の話をいたしたが，どうしても行政の動きはそういった

ものを採入れるのが遅いのではないかと感じる。例えば大学では学生も教師も授業の実施を望

んでいるが，現実は対面の授業は行えず，解決しきれない状況を，延々と続けている。しかし，

行政の方々はその状況を延々と続けるなんてとんでもない，という世界である。今もほとんどが

対面の会議だが，今この時代で新しい方法を採入れ，考えていただきたい。画面の中でも会議は

進められるものであり，アイデアも出せるものである。ぜひとも工夫をしていって欲しい。 

 少し年齢層が高い方たちのサークルでも，対面ではない活動ができるよう，機器を使えるよう

にしたり，あるいは機器の貸出しを行ったり，またあるいは１時間程度のソフトウエア講習会を

開催したりするのはどうか。そうすることによって，年齢に関係なく，自宅の中で，自宅どうし

でサークルの打ち合わせや活動ができるように思う。こういったことをぜひ考えていただきた

い。 

〇社会教育課職員 

 以上で協議事項は終了とする。 

公民館，図書館，郷土博物館，武者小路実篤記念館，各施設員退室 

 

(2)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第５ブロック研修会について（資料６） 

〇社会教育課職員 

 令和２年度東京都市町村社会教育連絡協議会第５ブロック研修会について説明する。資料６

を御覧いただきたい。 

―資料に沿って報告― 

 令和２年１１月２２日（日）午後２時から４時まで，小金井市市民会館「萌え木(もえぎ)ホー

ル」にて，令和２年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会第５ブロック研修会が行われた。今

回は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から，各市人数制限を設けての開催となり，調布

市からは篠﨑議長，宮下副議長，事務局２名の計４名が参加した。 

 研修会の内容は，「人形劇を通じて，地域の絆をつなぐ」をテーマとした講演会が行われ，ま

た，「この一年の社会教育委員の活動と成果」として各市（小金井・武蔵野・三鷹・府中・調布・

狛江の６市）による発表がなされた。調布市社会教育委員の活動と成果については，宮下副議長

が発表を行った。それでは，篠﨑議長，宮下副議長から研修報告をお願いいたしたい。 
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〇篠﨑議長 

 今回の研修会は少々小ぢんまりとした，今までにないようなものであった。これまでは大勢の

方が参加しており，ただ話を聞くだけになっていたが，今回はどなたがどんな風に活動されてい

るのかが具体的によくわかる会であった。それが初めての体験であった。 

 操り人形を実際に操作する実技があったが，ためになるものとは異なるが，非常に面白い経験

であった。 

〇宮下副議長 

 各市の発表については資料にあるとおりである。篠﨑議長が操り人形の体験をなさっていた

ことも面白かったが，新型コロナウイルス感染症によって，こういった芸能活動は非常に制約を

受けており，存続自体が大変難しいと感じた。 

 制約の多い形での研修会であったが，得るものは大きかったように思う。 

〇社会教育課職員 

 令和２年度東京都市町村社会教育連絡協議会第５ブロック研修会についての報告は以上とす

る。 

 

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第７回実行委員会

について （資料７） 

〇篠﨑議長 

それでは事務局に報告をお願いしたい。 

〇社会教育課職員 

それでは，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７回実行委員会

について報告する。今回の実行委員会は，令和２年１２月２１日（月）に青梅市で開催され，篠

﨑議長と事務局１名が出席した。資料７を御覧いただきたい。資料は，当日配付された資料の一

部を抜粋したものである。 

―資料に沿って報告― 

１ 報告事項 基調講演の講師との打合せについて 

資料はないため，口頭のみで報告する。 

東京大学教授の牧野篤さんに基調講演，トークセッションを引き受けていただいた。２～３

月に再度打合せをして，日程を調整する予定である。 

２ 協議事項 

(1) 基調講演・トークセッションについて（登壇者・謝金など） 

先程報告したとおり，東京大学教授の牧野篤さんに基調講演とトークセッションを依頼

することになっているが，他のトークセッション候補者３人をどなたにするか議論になっ

た。 

当初，東京大会実行委員会事務局が交渉をして，４人の候補者の中から３人のトークセ

ッションの登壇者を選ぶ予定であったが，今年度の長岡大会の映像では，トークセッショ
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ンの登壇者は４人となっているため，東京大会でもトークセッションの登壇者は４人で良

いのではないかとの意見があった。事務局で調整し，トークセッションの登壇者は４人に

なった。その４人には篠﨑議長も含まれている。 

(2) 分科会について（事例発表依頼など） 

これについては，後ほど，東京都市町村社会教育委員連絡協議会第２回理事会について 

にて報告するため，資料配布と説明を割愛する。 

(3) 予算について 

これについても，後ほど，東京都市町村社会教育委員連絡協議会第２回理事会について 

にて報告するため，資料配布と説明を割愛する。 

(4) 協賛金募集について（全般募集） 

これについても，協賛金募集にかかる文書や領収書等，事務局の事務手続の説明のみで

あったため，割愛する。 

(5) 令和２年度関東甲信越静社会教育委員連絡協議会第２回理事会について 

これについても，後ほど，東京都市町村社会教育委員連絡協議会第２回理事会について 

にて報告するので，割愛する。 

(6) 役割分担について 

Ａ３版の資料は東京大会が２日間で開催された場合の各市の役割分担表になり，Ａ４版

の資料は東京大会が１日の縮小開催の場合の各市の役割分担表である。 

調布市の役割分担は，１日目全体のとりまとめ・調整，オンライン開催関係の調整とな

る。１日目のアトラクションから情報交換会まで，それぞれを担当する府中市・三鷹市・

狛江市・昭島市と協力して行う予定である。 

縮小開催の場合，２日目（分科会）がなくなるので，メイン担当の調布市とサブ担当と

して昭島市が一緒に行う予定である。 

(7) 東京大会実行委員会設置要綱の改正について（会計について） 

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設置要綱に会計の役職

が規定されていなかったため，改正するものである。第７回実行委員会において異議なし

として承認された。 

説明は以上である。議長から補足等ありましたらお願いしたい。 

〇篠﨑議長 

本件は具体的な細部まで決まっておらず，開催日数がどちらになるかは今後の状況次第であ

る。 

 

報告事項ウ 東京都市町村社会教育委員連絡協議会第２回理事会について（資料８） 

〇篠﨑議長 

それでは事務局に報告をお願いしたい。 

〇社会教育課職員 
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東京都市町村社会教育連絡協議会第２回理事会について報告する。資料８を御覧いただきた

い。 

当初，東京都市町村社会教育連絡協議会第２回理事会は令和３年２月１６日（火）に青梅市に

て開催される予定であったが，緊急事態宣言が延長されたことを受け，書面開催となった。 

現在，青梅市で各市の意見・賛否を確認中であることから，確定事項ではないことを了承願い

たい。 

―資料に沿って報告― 

１ 報告事項について 

(1) （一社）全国社会教育委員連合令和２年度第１回総会（書面審議）議事録について 

令和２年６月２２日に第１回総会が開催され，東京都市町村社会教育委員連絡協議会

は，全ての議案について承認の回答をしたと報告された。 

(2) （一社）全国社会教育委員連合令和２年度第２回総会（書面審議）について 

令和２年１１月１２日に開催予定であった会議が書面審議となった。東京都市町村社

会教育委員連絡協議会では，全ての議案について承認の回答をしたと報告された。 

(3) 令和３(2021)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設置要綱の改正

について 

先程の第７回東京大会実行委員会の報告でも説明したとおり，東京大会実行委員会に

会計の役職を設置するように要綱改正をした。 

２ 協議事項について 

(1) 令和２年度都市社連協表彰について 

令和２年度都市社連協の表彰候補者として各市町から９人の推薦があった。当市から

は西牧委員を表彰者として推薦した。 

なお，９人のうち１人については，平成２６年度に表彰されており，慣例として感謝状

の贈呈は一度限りとなっているため，この方については被表彰者としないことについて

の協議内容である。 

(2) 令和３年度都市社連協統一テーマ（案）について 

令和３年度の都市社連協統一テーマ（案）は「明日(あした)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～」と提案された。 

令和３年度は，関東甲信越静社会教育研究大会が東京で開催されるため，東京大会のテ

ーマと同じである。 

(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について 

令和３年４月１７日（土）午後１時から，ネッツたまぐーセンター（青梅市文化交流セ

ンター）１階多目的ホールでの開催予定である。 

主催者代表挨拶等の後，令和２年度の表彰式が行われ，西牧委員が表彰される予定であ

る。 

定期総会終了後，社会教育委員研修会として講演会が予定されており，講師は東京大学
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名誉教授の佐藤一子様の予定である。 

なお，新型コロナウイルス感染症の影響により，定期総会が今年度と同様に書面決議に

なる可能性もある。書面会議になっても，講演会についてはオンライン配信を検討中と

のことである。 

(4) 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ついて 

第１号議案 令和２年度事業報告について 

―配付資料のとおり― 

第２号議案 令和２年度一般会計，特別会計収入支出決算及び会計監査報告について 

―配付資料のとおり― 

第３号議案 令和３年度事業計画（案）について 

―配付資料のとおり― 

資料にあるブロック活動については例年と異なり，東京大会の分科会と

して実施する予定である。 

第４号議案 令和３年度一般会計及び特別会計収入支出予算（案）について 

東京大会が２日間の通常開催になる場合と，腹案として東京大会が１日

開催の場合の２案が提案された。 

この２案の違いについて説明すると，収入予算では，参加費と繰入金の

金額が異なる。参加費については，計算基礎となる参加費及び参加人数が

異なることによるものであり，繰入金については，ブロック活動費分を含

めているか否かによるものである。 

支出予算では，全般的に分科会関係の支出の計上の有無によるものであ

る。 

第５号議案 令和３年度役員（案）について 

役員は輪番制となっており，令和３年度の会長市は府中市，副会長市は

昭島市と調布市となる。 

なお，令和４年度は引続き調布市は副会長市となり，令和５年度は会長

市となる。 

第６号議案 令和３年度関東甲信越静社会教育研究大会東京大会にかかる令和２年度

実行委員会報告について 

―配付資料のとおり― 

〇篠﨑議長 

調布市は副会長という役を仰せつかる。令和３年１１月１１日（木）及び１２日（金）は東京

大会が開催予定のため，委員のお力添えをいただきたい。 

 

報告事項エ 令和２年公民館運営審議会第６回定例会及び令和３年公民館運営審議会第１回定

例会について （資料９） 
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〇篠﨑議長 

会議の進行が遅れているため，配付資料での報告といたしたい。 

〇社会教育課職員 

各公民館の使用状況報告，事業報告等が資料に掲載されているため，御一読願いたい。 

 

報告事項オ 令和３年調布市成人式の中止について （資料なし） 

〇篠﨑議長 

それでは事務局に報告をお願いしたい。 

〇社会教育課長 

周知のこととは思うが，令和３年調布市成人式の中止について報告する。 

令和３年１月１１日の成人の日に調布市グリーンホールにて開催を予定していた令和３年調

布市成人式は，都内及び市内での新型コロナウイルス感染の拡大状況に鑑み，新成人及び御家族

をはじめとする市民の皆様の健康と安全を守ることを第一に考え，中止とした。 

当初は 

・第２部のアトラクションを省略し，式典だけとする 

・式典を２回に分け，1回当たりの参加者数を抑制する 

・例年１時間程度の式典を，今回は３０分強に短縮する 

・マスク着用，検温，消毒，換気，その他感染症対策を徹底する 

等の対応を図ることにより，コロナ禍にあっても，できる限り成人式を開催したいとの方針で

準備を進めてきた。 

しかしながら， 

・新型コロナウイルスの感染拡大傾向が続いており，その時点において，終息の時期が見通

せなかったこと 

・国の専門家による分科会の提言や政府の取組，東京都の年末年始コロナ特別警報が発出

されたこと 

これらのことから総合的に勘案し，まずは人が集まることを避けること，新成人及び市民の安

全を最優先に総合的に考えた結果，成人式中止という苦渋の判断をした。 

 

(3) その他 令和３年度社会教育委員の会議の開催日程について（資料１０） 

〇篠﨑議長 

それでは事務局に報告をお願いしたい。 

〇社会教育課職員 

令和３年度社会教育委員の会議の開催日程を案内する。 

令和３年４月１日で，調布市社会教育委員の会議規則の改正があり，隔月ごとに開催ではなく，

柔軟かつ流動的に会議が開催できるようになった。 

第１回，第２回，第４回の会議は従来どおり，５月，７月，１１月の第２火曜日に開催を予定
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しており，第３回は８月３１日（火），第５回は令和４年２月８日（火），第６回は令和４年３月

２２日（火）に開催を予定している。 

また，東京都市町村社会教育委員連絡協議会の会議の開催予定を案内する。 

定期総会が令和３年４月１７日に青梅市で開催予定である。 

関東甲信越静社会教育研究大会東京大会が日程未定であるが，令和３年１１月１１日（木）と

１２日（金）に府中市で開催予定である。 

東京都市町村社会教育委員連絡協議会交流大会が令和３年１２月１１日（土）に府中市で開催

予定である。 

令和３年度は関東甲信越静社会教育研究大会東京大会が開催となるため，上記の会議日程の

他にも８月，１０月あたりに社会教育委員の会議を開催する可能性がある。その場合は委員の皆

様に御協力をいただきたい。 

 

(5) 閉会 

〇篠﨑議長 

 久方の会議開催により内容が多く濃い会議であった。ぜひともまた次回対面あるいは Zoom で

も会議ができればと思う。 

〇宮下副議長 

議長からもお話しがあったように，コロナの状況の中でやむにやまれず，切羽詰まって取り組

んだことが，実は将来に向けて重要であることが多いと思われる。Zoom 等を活用した活動や，

今日の会議での報告内容にあったように，様々な工夫で社会教育活動を続けていくことが，大き

な成果をもたらすことを期待している。今後も制約が多い中ではあるが，それをきっかけにして，

実りを頂けるよう，今後も社会教育委員の会議を続けていきたい。 


