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令和３年度第２回調布市社会教育委員の会議 議事録 

 

１ 日 時  令和３年７月１３日（火）午後３時５分から午後４時３０分まで 

２ 会 場  調布市教育会館３階３０１研修室 

３ 出席者  ８人 

篠﨑議長，宮下副議長，進藤委員，田村委員，西牧委員，新田委員，福田委員，毛利委員 

４ 傍聴者  ３人 

５ 事務局 

  社会教育課長，社会教育課職員４人 

６ 議 題 

(1) 議長及び副議長の選出について 

 (2) 社会教育委員の職務等について 

(3) 協議事項 

  ア 調布市立図書館協議会委員の推薦について 

  イ 「社教情報」の購入について 

(4) 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第８回実行委員会について 

  イ 東京都市町村社会教育委員連絡協議会第１回役員会・第１回拡大役員会について 

  ウ 令和３年調布市公民館運営審議会第３回定例会について 

(5) その他 

７ 議事録 

(1) 議長及び副議長の選出について 

議長に篠﨑委員，副議長に宮下委員が決定した。 

（篠﨑議長挨拶） 

（宮下副議長挨拶） 

(2) 社会教育委員の職務等について 

○篠﨑議長 

それでは事務局に説明をお願いしたい。 

○事務局 

社会教育委員の職務等について説明する。資料２をご覧いただきたい。 

表面に社会教育委員の概要を，裏面以降に根拠法令の抜粋を記載している。 

社会教育委員の職務は社会教育法第１７条第１項に基づき，調布市教育委員会に助言をす

るため，次の職務を行うこととなっている。 

（1）社会教育に関する諸計画を立案すること。 

（2）定時又は臨時に会議を開き，教育委員会の諮問に応じ，これに対して，意見を述べる

こと。 
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（3）必要な研究調査を行うこと。 

また，社会教育委員は，教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることがで

きる。 

加えて，市町村の社会教育委員は，当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に

関する特定の事項について，社会教育関係団体，社会教育指導者その他関係者に対し，助言と

指導を与えることができるとされている。 

社会教育委員の設置根拠としては社会教育法第１５条及び調布市社会教育委員に関する条

例に基づき設置をしており，委嘱の基準としては学校教育及び社会教育の関係者，家庭教育の

向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者となっている。 

定数は１０人。任期は２年間で今回の第３１期社会教育委員の任期は令和３年７月１日か

ら令和５年６月３０日までである。 

なお，今年度の会議は資料２の最後のページのとおり。時間はいずれも午後３時から概ね午

後５時までである。 

今後，新型コロナウイルス感染症の拡大状況により，書面会議やオンライン会議等に変更と

なる場合もあるので，御承知おき願いたい。 

その他，東京都市町村社会教育委員連絡協議会，通称「都市社連協」のブロック研修会等へ

の出席もある。 

最後に社会教育委員の報酬であるが，会議１回の出席につき，９，４００円であり，そこか

ら源泉徴収した額を翌月２０日に口座振込にて支払う。 

〇篠﨑議長 

以上の説明について，質問等があるか 

（質問等なし） 

次の協議事項に入る前に事務局から社会教育課所管事業についての報告をお願いしたい。 

〇事務局 

前回の社会教育委員の会議から今回の会議までの期間における，社会教育課所管事業の進

捗状況等について報告する。 

３回目の緊急事態宣言中（令和３年６月２０日まで），まん延防止等重点措置適用期間中（令

和３年６月２１日から７月１１日まで），４回目の緊急事態宣言中（令和３年７月１２日以降）

を通して，八ケ岳少年自然の家については，東京都から都県を跨ぐ移動の自粛が要請されてい

るため，臨時休業を延長し，青少年交流館については，利用人数の制限及び夜間区分の使用を

中止としている。 

また，学校開放事業については，３回目の緊急事態宣言中は学校施設の開放を中止とし，ま

ん延防止等重点措置適用期間以降の６月２１日から４回目の緊急事態宣言中の７月１９日ま

では，体育館を土・日・祝日の日中（午前９時から午後５時まで）のみ使用可，教室は使用不

可，校庭は通常どおり使用可としている。 

ただし，７月２０日の夜間利用からの夏季休業期間においては，学校運営等に支障のない範
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囲で，通常どおりとする。 

なお，夜間使用は２０時までに利用を終了するよう協力を要請する。 

中止となった令和３年調布市成人式の代わりとなるお祝いの場として，令和３年７月２２

日（木・祝）に調布市グリーンホール大ホールにて「令和３年新成人を祝う演奏会」の開催を

検討していた。 

しかし，調布市では，新型コロナウイルス感染拡大防止のため，引き続き人流の抑制を図り，

市民生活の安全安心を確保することを最優先とするなど，総合的に勘案した結果，新成人及び

市民の皆様の安全を第一に考え，「令和３年新成人を祝う演奏会」を無観客での動画配信に変

更した。 

市長，市議会議長からのお祝いメッセージと桐朋学園大学による演奏の様子を白百合女子

大学生による司会で収録した動画を市ホームページの動画ライブラリにて，令和３年８月１

日から３１日まで配信する予定である。 

〇篠﨑議長 

この会議についても，対面で開催してよいのか。 

〇事務局 

対面の会議については，リモート会議が望ましいところであるが，会議室の収容定員の 

５０％以下での実施や，十分な換気等感染症対策を行ったうえでならば問題ない。 

〇福田委員 

「令和３年新成人を祝う演奏会」の周知はどのように行っているのか。 

〇事務局 

７月９日に対象となる令和３年新成人に文書を郵送しており，無観客及び動画配信に変更

となった旨市報やホームページでも周知している。 

また，「調布市の日」として，令和３年９月に行われる試合（ＦＣ東京対横浜ＦＣ）に令和

３年新成人の皆様を抽選にて招待することもあわせて周知している。 

(3) 協議事項 

ア 調布市立図書館協議会委員の推薦について 

○篠﨑議長 

それでは事務局に説明をお願いしたい。 

〇事務局 

調布市立図書館協議会委員の推薦について説明する。 

令和３年５月１１日付で図書館長から，第１４期調布市立図書館協議会委員の推薦の依頼

があった。 

図書館協議会委員については，資料３－１をご覧願いたい。 

こちらは，調布市立図書館協議会の概要が記載された調布市のホームページを印刷したも

のである。 

調布市立図書館では，調布市立図書館条例より，市民参加による図書館運営を図るため，調
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布市立図書館協議会が設置されている。 

図書館運営に関する諮問に関しての答申及び図書館奉仕についての提言が所掌事項となっ

ている。 

協議会委員の構成ですが，資料３－２の調布市立図書館条例をご覧願いたい。 

第９条第２項のとおり，「学校教育及び社会教育の関係者，家庭教育の向上に資する活動を

行う者並びに学識経験のある者のうちから，委員会が委嘱する委員１５人以内をもって組織

する」とあるとおり，社会教育の関係者ということから，社会教育委員から推薦依頼をされて

いる。 

任期は２年間であり，第１４期は令和３年９月１日から令和５年８月３１日までである。 

協議会の開催スケジュールは，資料では５月，７月，１０月，１月の年４回ですが，今年度

は新型コロナウイルス感染拡大防止のため，会議の回数を減らし，１０月中旬，令和４年１月

中旬の２回を予定している。会議時間は午後２時から２時間程度である。 

報酬は日額９，４００円となっている。 

第１２期・第１３期は菊池前委員に，第１１期以前は長らく進藤委員に務めていただいた。

今回，第１３期の任期が令和３年８月３１日をもって満了となることから，第１４期の図書 

館協議会委員について社会教育委員の皆様から推薦したく，御多忙の中，恐縮ではあるが，ど

なたか御就任いただきたい。 

〇篠﨑議長 

図書館協議会委員を１人，立候補，推薦いずれでもよいので，誰かいらっしゃるか。 

（立候補者，推薦者なし） 

私は進藤委員を推薦する。これからの図書館のあり方を決める非常に重要な仕事であり，知

識と経験のある進藤委員にお願いしたいが，いかがか。 

〇進藤委員 

障害者の視点・立場での図書館利用について意見を発していく必要があると思うので，お受

けする。 

〇事務局 

それでは手続を進めていく。 

イ 「社教情報」の購入について 

〇篠﨑議長 

それでは事務局に説明をお願いしたい。 

〇事務局 

「社教情報」の購入について説明する。 

資料４を御覧いただきたい。 

「社教情報」とは，一般社団法人全国社会教育委員連合が，年２回，７月と２月に発行して

いる機関誌である。令和３年２月現在，定価は税込３６０円である。 

社会教育課で委員分と事務局分計１１部を年２回購入し，毎年７，９２０円の予算を計上し
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ている。 

しかし，新型コロナウイルスの感染拡大に伴う影響の長期化により，極めて厳しい財政状況

下での市政経営が複数年にわたることが想定されている。また，令和元年５月１７日に開催さ

れた令和元年度全国社会教育委員連合第１回総会にて，値上げすることが決定したが，令和２

年度内では協議されておらず，正式な値上げ時期，価格は現在未定である。 

また，他市でも委員の方々の意向に任せ，個人で御購入いただいている市もあった。 

こうした市の財政状況及び他市の購入状況を鑑み，今後は委員の皆様に各自購入していた

だきたくお諮りする。 

各自で御購入する場合，発行元の一般社団法人全国社会教育委員連合のホームページから

定期購読等の申込みをしていただく。 

〇篠﨑議長 

意見等があるか。 

〇進藤委員 

（社会教育課が購入しなくなった場合）希望者だけが個人的に購入すればいいのか。社会教

育委員が必ず購入しなくてはいけないのか。 

〇事務局 

希望する委員が各自で購入するということになる。 

〇田村委員 

公費で購入せず，希望する委員が購入することはやむを得ないと思われる。 

〇篠﨑議長 

それでは，今後は希望する委員が各自で購入することにする。 

〇事務局 

それでは今後は，購入を希望される委員は，一般社団法人全国社会教育委員連合のホームペ

ージから購入するようお願いする。購入の方法は，後日，メールにて周知する。 

(4) 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第８回実行委員会について 

〇篠﨑議長 

それでは事務局に報告をお願いしたい。 

〇事務局 

令和３年関東甲信越静社会教育研究大会東京大会第８回実行委員会（以下，「実行委員会」

という）について報告する。 

「実行委員会」は新型コロナウイルス感染防止対策のため，インターネットによるオンライ

ン会議となり，篠﨑議長と事務局担当者１人がオンラインにて出席した。 

資料５－１の次第をご覧願いたい。まず，２の報告事項から説明する。 

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，東京都市町村

社会教育委員連絡協議会（以下，「都市社連協」という）の令和２年度会長市の青梅市から会
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議報告があった。 

資料５－２が第２回理事会の次第である。 

詳細の説明については割愛するが，令和２年１１月に行われた関東甲信越静社会教育研究

大会新潟大会のアンケート結果が掲載されているので，後ほど御覧いただきたい。 

資料５－３には第２回理事会の協議結果が掲載されている。 

令和３年１１月に開催予定の東京大会は，コロナ下での開催が見込まれるので，開催方式の

変更，規模の縮小，オンライン配信等を検討してほしいとの意見が，千葉県社会教育委員連絡

協議会及び新潟市社会教育委員連絡会議からあった。 

次に協議事項について説明する。 

協議事項は 

１ 東京大会の開催方法について 

２ 分科会について 

３ 開催要項について 

４ 協賛金募集について 

５ 大会冊子及び大会報告書について 

の５点となる。 

 

１ 東京大会の開催方法について報告する。 

資料５－４を御覧願いたい。 

東京大会の開催方法案については，大きく３つあった。 

① ２日開催（情報交換会なし）で大会内容を生配信するもの 

② １日開催（情報交換会・分科会なし）で大会内容を生配信するもの 

③ １日開催（情報交換会・分科会なし）で大会内容を後日録画配信するもの 

資料５－５を御覧願いたい。３案を協議した結果，「③１日開催で後日録画配信するもの」

に決定した。 

よって，東京大会は 

１１月１１日（木）のみの１日開催。 

翌１１月１２日（金）に予定されていた分科会は中止。 

後日，開催予定のブロック研修会へ移行。 

府中の森芸術劇場での会場参加は都内の方限定。 

都外の方に向けては大会の様子を録画し，後日「録画配信」することに決定した。 

開催方法の決定に伴い，それに沿った予算案が決定した。 

なお，東京大会の参加費は資料５－６のとおりである。 

 

２ 分科会について報告する。 

資料５－７を御覧願いたい。 
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東京大会２日目に開催予定の分科会は中止となったので，例年どおり，５つの研修ブロック

によるブロック研修会に移行となった。 

調布市は第５ブロックに属しており，今年度のブロック研修会の幹事市は狛江市となる。 

資料の裏面にあるとおり，第５ブロックの研修内容は「新しい生活様式における社会教育の

実践」と題し，深大寺第８９世山主（さんす）の張堂興昭（ちょうどう こうしょう）氏によ

る講演が予定されている。 

開催日時は令和３年１１月２０日（土）午後１時３０分から午後４時までを予定している。 

 

３ 開催要項について報告する。 

資料５－８を御覧願いたい。 

東京大会の開催方法の決定を受け，開催要項は資料のとおりとなっている。 

 

４ 協賛金募集について報告する。 

資料はなし。 

５月下旬に事務局から社会教育委員の皆様に協賛金募集の依頼したところであるが，おか

げで，調布市は１件の協賛広告の申込みがあった。ありがとうございました。 

現在，東京大会実行委員会事務局にて協賛金の取りまとめをしているが，令和３年７月７日

に開催された第９回「実行委員会」で，目標額に達していないとの報告があった。 

 

５ 大会冊子及び大会報告書について報告する。 

資料５－９を御覧願いたい。 

東京大会が１日開催となったため，大会冊子及び大会報告書のページ数が当初の予定より

大幅に減少した。 

調布市の担当として，昭島市と協力して，大会日程・内容，次第，会場図のページの作成を

割り当てられている。 

東京大会第８回実行委員会の報告については，以上である。 

篠﨑議長から補足がありましたら，お願いいたします。 

〇篠﨑議長 

例年，関東甲信越静社会教育研究大会は１，５００人から２，０００人の社会教育委員等が

集まる大会であるが，東京大会は３００人程の規模になる見込みである。 

各都県で大会の開催方法に個性があり，大会に参加することで，刺激を受けたり，知識を得

たりする。（コロナ下で参加人数が少ないながらも）東京大会は大会会場から全国に発信する

という開催方法を検討しており，現在「実行委員会」で知恵を絞っている段階である。 

今年度，調布市は副会長市として「実行委員会」に参加しており，１１月１１日の東京大会

当日は調布市社会教育委員もぜひとも会場に参加してもらいたい。 

〇宮下副議長 
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社会教育委員は東京大会の当日は，単なる聴衆という立場で参加するのか，それとも何か役

割があるのか。 

〇事務局 

現時点で詳細は決まっていない。 

ただし，調布市は東京大会実行委員会内で録画配信担当となるため，当日の様子をビデオカ

メラ等で記録することとなる。 

〇福田委員 

受付等もあるのか。 

〇事務局 

現時点で詳細は決まっていない。会長市の府中市からの情報提供を待っている状況である。 

〇篠﨑議長 

東京大会の分科会がブロック研修会に変更となった。 

１１月２０日に狛江市で開催されるブロック研修会にも社会教育委員の皆様には参加する

ようお願いする。 

イ 東京都市町村社会教育委員連絡協議会第１回役員会・第１回拡大役員会について 

〇篠﨑議長 

それでは事務局に報告をお願いしたい。 

〇事務局 

私から「都市社連協」の第１回役員会・第１回拡大役員会（以下，「役員会」という）につ

いて報告する。 

当初，「役員会」は令和３年５月１８日（火）に開催予定だったが，この日に「東京大会」

第８回実行委員会を開催したため，「役員会」は書面開催及び書面審議となった。 

事前に「都市社連協」の会長市である府中市から送付された資料を，６月１日に調布市の篠

﨑副会長が目を通したたうえで，全ての協議内容について，書面にて承認の回答をしている。 

資料６－１を御覧願いたい。 

議事の内容としては，報告事項が３点 

１ 一般社団法人 全国社会教育委員連合（以下「全社連」）の令和２年度第２回総会の議

事録について 

２ 「全社連」の令和２年度第３回総会の議事録について 

３ 関東甲信越静社会教育委員連絡協議会（以下「関東ブロック」）の令和２年度第２回理

事会の議事録について 

また，協議事項が１点 

「全社連」による社会教育委員の表彰者の推薦 

である 

まず，報告事項について説明する。 

１ 「全社連」の令和２年度第２回総会の議事録について 
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資料６－２を御覧願いたい。詳細については議事録のとおりなので，割愛する。 

２ 「全社連」の令和２年度第３回総会の議事録について 

資料６－３および資料６－４を御覧願いたい。事業計画案及び収支予算案については資

料のとおりである。 

３ 「関東ブロック」の令和２年度第２回理事会の議事録について 

先程，報告事項アの「「東京大会」第８回実行委員会」で報告した令和２年度「関東ブロ

ック 第２回理事会」の会議報告と重複するので，省略する。 

資料はございません。 

つづいて，協議事項について説明する。資料６－５を御覧願いたい。 

「全社連」による社会教育委員の表彰候補者として，「都市社連協」は社会教育委員等の

在任期間を比較し，小平市の社会教育委員の方を推薦した。 

篠﨑議長から補足がございましたら，よろしくお願いいたします。 

〇篠﨑議長 

 

何か質問等はないか。 

（質問等なし） 

ウ 令和３年調布市公民館運営審議会第３回定例会について 

〇篠﨑議長 

それでは事務局に報告をお願いしたい。 

〇事務局 

令和３年調布市公民館運営審議会第３回定例会について報告する。資料７を御覧願いたい。 

会議は令和３年６月２９日（火）午後２時から，東部公民館において開催された。 

日程第１ 報告事項 

(1) 委員の辞任について 

当案件についての資料配布はありません。 

令和３年６月７日付で１人の公民館運営審議会委員の辞任があったとの報告があった。 

(2) 使用状況報告（令和３年４月～５月分）について 

調布市公民館使用状況報告（４月～５月分）を御覧願いたい。 

令和３年４月・５月は前年同月と比較して，各公民館とも利用団体数・利用人数が皆増と

なっているとの報告があった。 

皆増となった理由は，昨年４月・５月は緊急事態宣言中で公民館が臨時休館中で，公民館

利用が皆無だったが，今年４月・５月は夜間区分の利用制限，スポーツ，音楽，料理サーク

ルの利用自粛があったものの，公民館の利用があったためと分析しているとの報告があっ

た。 

(3) 事業報告（令和３年４月～５月分）について 

令和３年度調布市公民館事業報告（４月～５月分）を御覧願いたい。 
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため，展示期間が縮小となった展示会や会場定員オ

ーバーで２回に分けて開催した事業があったと報告があった。 

(4) 社会教育委員の会議（令和３年度第１回）について 

資料はありません。 

令和３年５月１１日（火）に実施された当会の会議報告があった。 

日程第２ 審議事項 

(1) 公民館利用団体登録（新規）について 

急遽審議の取下げとなった。資料はありません。 

日程第３ その他 

令和３年７月１日 教育会館３０１・３０２研修室にて，第３１期公民館運営審議会委員の

委嘱式を開催するとの報告があった。 

〇篠﨑議長 

東部公民館事業報告で高齢者教育の「シニア向け 全く初めてのスマートフォン講習」の 

１６人の定員に対し，３０人の申込みがあったということは，受講できなかった方がいたとい

うことである。スマートフォンの使い方を修得したいと思っている方がたくさんいると思わ

れる。オンラインの会議のやり方も含め，このような講座をもっと増やして，公民館利用者に

周知すべきだと思う。 

〇進藤委員 

オンラインでの会議等が身近になっている現在，公民館で事業を動画配信でやったことが

あるか。 

〇事務局 

他課のことなので，細かいことまでは分からないが，以前は Wi-Fi 設備や配信機材がなかっ

たので，技術的にできなかったと記憶している。今後，Wi-Fi の導入があるかは公民館に確認

する。 

〇篠﨑議長 

今すぐにでも導入するべきだ。Wi-Fi を導入し，収録した公民館の講座・学習会の動画をオ

ンライン発信することで公民館利用者の利益になる。公民館は休むのが一番もったいない。 

〇進藤委員 

音楽や演劇など期間限定で動画を配信してくれると，子育て中の人等，公民館に来られない

人でも視聴できるので便利である。 

〇西牧委員 

調理室はコロナ下で使用ができなかったのか，料理サークルが使用を自粛していたのか。 

〇事務局 

使用できない状況だったと思われる。 

〇西牧委員 

公民館の講座・学習会の定員を超える人数が応募してきた場合，抽選をしているのか。 



11 
 

〇事務局 

応募先着順もあれば，抽選制もある。人気の講座・学習会については，もう一度開催するこ

ともあると聞いている。 

〇進藤委員 

先程のスマートフォン講座の話に戻るが，高齢者の楽しみのための使い道だけでなく，例え

ば災害用伝言板や避難所開設状況確認等の命に係わる内容にもスマートフォンが使える。他

の公民館でも，こういった内容の講座も実施して欲しい。 

〇毛利委員 

公民館の講座・学習会にも人気の差異があるようだが，定員と応募数の結果が年に１回くら

い公表してくれるとよい。広く市民の方にも知られれば，あまり公民館になじみがない人も

「こういった講座に人気があったのか」とか「こういう講座があるのなら，自分も参加したい」

とか「もう一度やってほしい」と思うのではないか。 

〇事務局 

毎月発行している公民館だよりには，実施予定の講座の案内だけでなく，終了した講座につ

いての報告も掲載しており，小中学校や公共施設に配布している。しかし，応募者数，参加者

数には触れていない。 

〇新田委員 

議事録に残すことは大切だが，議事録に残すだけでとどまっているのではないか。 

以前，公民館の利用者数について，誰が公民館を何回利用したのか集計しないのか聞いたこ

とがあるが，「集計する予定はない」との回答だった。議事録にも残っているはずである。 

公民館を利用したい市民はたくさん存在する。しかし，利用したい市民が利用できない現状

がある。その現状を変えるためには，データを集計して，それを基にして議論する必要がある。

それなのに，データがない，集計する予定はないと言われると話がすすまない。 

〇事務局 

この会議は，あくまで 

公民館運営審議会を傍聴した内容を報告する場である。 

公民館について話題にあがったことや，新田委員からの意見については，過去の議事録等を

確認し，公民館に伝えたうえ，次回の会議にて回答したい。 

(5) その他 

ア 委任状の提出について 

（事務局が委任状の提出について説明） 

イ 次回日程について 

次回は令和３年８月３１日（火）午後３時～ 教育会館２０１・２０２会議室を予定して

いる。 

４ 閉会 

〇篠﨑議長 
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閉会の前に宮下副議長から一言お願いしたい。 

〇宮下副議長 

これから２年間よろしくお願いします。 

会議でも議論になったが，コロナ下での社会教育では ICT を活用するのが重要になってく

ると思われる。公民館活動しかり，我々の社会教育委員の会議しかりである。 

今後も忌憚のない意見をいただきたい。 

 

以上。 


