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令和３年度笛吹市社会教育委員の会議兼公民館運営審議会 

委嘱状交付式及び第 1 回会議 会議録 

 

1 日 時：令和 3 年 6 月 2 日（水） 午後 1 時 30 分～午後 3 時 

2 場 所：笛吹市役所市民窓口館 3 階 302・303 会議室 

3 出席者：◇社会教育委員 

       雨宮寿男、橘田良也、西海俊夫、佐藤徳行、渡邉真史、井上孝悦、 

金子津多恵、古屋修二、加々美恭子、飯野久、鶴田一二美、三枝秀康、 

古屋けさよ 

◇教育委員会  

望月教育長、赤尾教育部長、望月文化財課長、吉岡図書館長、 

石和図書館担当丹澤リーダー 

      ◇事務局 

手塚生涯学習課長、生涯学習担当 有泉リーダー、生涯学習担当 海野、

生涯学習担当 柳本、スポーツ推進担当 降矢リーダー 

欠席委員：加賀美公人 、石倉絹子           

4 傍聴人：なし 

5 次第      進行 手塚生涯学習課長 

1．開会のことば                        赤尾教育部長 

2．委嘱状交付              望月教育長 

3．あいさつ     望月教育長 

4．委員自己紹介・職員紹介  

5．会議録署名委員の指名について     加々美恭子委員 

6．議事                

(1) 令和 3 年度役員選出について   望月教育長 

(2) 令和 3 年度事業予定について   雨宮議長 

    図書館・文化財課・生涯学習課 

(3) 山梨県各協議会の報告について  

(4) その他                                  

7．閉会のことば               橘田副議長 
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次第 5.会議録署名委員の指名について 

＜事務局＞   笛吹市社会教育委員会議運営規則第 4条 2項により会議録には議長及び 

        その日の会議において議長が指名する 1人の委員が署名しなければなら 

        ないとあります。また議事については、同規則第 2条 2項により議長が 

会の長となるとありますが、議長の選出がされておりませんので議長が 

選出されるまでの間、教育長に代行をお願いいたします。 

 

＜教育長＞   それでは、先ほど説明がありましたとおり、新議長が決定するまでの間、

私のほうで進行を務めさせていただきます。宜しくお願いいたします。 

 それでは最初に本日の会議の会議録の署名委員の指名をさせていただき

ます。本日の会議録署名委員につきましては、加々美恭子委員にお願い

をいたします。宜しくお願いいたします。 

 

＜委 員＞ はい。 

 

次第 6.令和 3 年度役員選出について 

＜教育長＞ それでは次第に基づきまして議事に進ませていただきたいと思います。

まず(1)の令和 3 年度の役員選出についてになります。議長、副議長の選

出につきましては、笛吹市社会教育委員会議運営規則第 2 条の規定によ

りまして議長及び副議長は委員の互選によってこれを定めるとあります。

皆様にお諮りいたします。これについていかがでしょうか。 

        意見等ないようでしたら、事務局から提案があればお願いしたいと思い

ますが、いかがでしょうか？ 

 

＜委 員＞ はい。 

 

＜教育長＞   ありがとうございます。それでは、事務局から提案をお願いいたします。 

 

＜事務局＞   はい。事務局から提案をさせていただきます。議長にふえふき文化スポ

ーツ振興財団の理事でもあり、社会教育に広くかかわっていらっしゃる

雨宮寿男様、昨年に引き続き副議長は、橘田良也様にお願いしたいと思

います。 

 

＜教育長＞   今事務局のほうから議長、副議長についての案を発表させていただきま

した。議長につきましては雨宮寿男委員、また副議長につきましては橘

田良也委員にお願いしたいと提案がありましたが、いかがでしょうか？
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ご異議なければ拍手で承認をお願いいたします。 

 

＜委 員＞ 拍手 

 

＜教育長＞   ありがとうございました。ご賛同いただきましたので、議長に雨宮委員、

副議長に橘田委員を選任させていただきます。お二人にはご承認をお願

いしたいと思います。それではここで議長を、雨宮新議長に交代させて

いただきます。雨宮議長よろしくお願いいたします。 

 

＜議 長＞   はい。議長に選出されましたので議事進行させていただきます。 

        次に、各団体の委員をお願いされているので事務局から説明をお願いし

ます。 

 

＜事務局＞   はい。各団体の委員についてですが、その前に議長、副議長が承認され

ましたので議長、副議長の充職について説明をさせていただきます。 

        資料２ページになりますが、議長の充職につきまして、山梨県社会教育

委員連絡協議会理事がございますので雨宮議長様お願いいたします。副

議長につきましては、山梨県公民館連絡協議会理事がございますので橘

田副議長様お願いいたします。 

続きまして、役職の説明を行わせていただきます。選出したいのは 

「山梨県社会教育委員連絡協議会・代議員」を２名、「笛吹市男女共同   

参画推進委員会・委員」を１名、「明るい選挙推進委員」を２名、「笛

吹市地域振興促進助成金審査委員」を１名選出していただきたいと思

います。 

こちらに記載はありませんが、図書館協議会の委員を社会教育委員か 

ら２名選出したいとのことですので、図書館から直接依頼があるとの

ことですのでよろしくお願いいたします。 

「山梨県社会教育委員連絡協議会・代議員」は山梨県社会教育委員連 

絡協議会通常総会がありますので、日程が分かり次第お知らせします

ので、参加していただける方にお願いしたいと思います。 

        「笛吹市男女共同参画推進委員会・委員」は年に１回会議がございま

す。任期は令和 3年 6月～令和 5年 5月 31日までとなります。 

        「明るい選挙推進委員」については７月末～８月の総会後委嘱されま

す。活動内容は総会への出席及び選挙期間に啓発ティッシュの配布活

動を行います。 

「笛吹市地域振興促進助成金審査委員」は昨年からの充職になります。 
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奇数月に行われる審査会への出席となります。助成金の申請が無い月

に審査会は開催されません。通常は 5,7,9,11月の年４回程度を想定し

ているとのことです。以上になります。 

 

＜議 長＞   ただいま、各団体の委員について説明がありましたが、皆様いかがい

たしましょうか。ご意見等ないようでしたら、事務局から委員選出の

提案があればお願いいたします。 

 

＜事務局＞   はい。提案させていただきます。 

       「山梨県社会教育委員連絡協議会・代議員」を 三枝秀康 様、                      

古屋けさよ 様にお願いしたいと思います。 

「笛吹市男女共同参画推進委員会・委員」を飯野久 様にお願いした

いと思います。 

「明るい選挙推進委員」を鶴田一二美 様、石倉絹子 様にお願いし

たいと思います。 

「笛吹市地域振興促進助成金審査委員」を加々美恭子 様にお願いし 

たいと思います。 

 

＜議 長＞   各種団体委員の事務局案を提案させていただきましたが、いかがでし

ょうか。よろしければ拍手をもって承認していただきたいと思います。 

 

＜委 員＞   拍手 

 

＜議 長＞   ありがとうございました。令和 3年度の役員がすべて決まりましたの

で、ここで今年度議長に選出いただきましたのでご挨拶させていただ

きたいと思います。 

        はじめまして、ふえふき文化・スポーツ振興財団の事務局長を務めさせ

ていただいております雨宮と申します。名簿をみますと素晴らしい経歴 

        の方々ばかりですので、その中で議長を務めさせていただくのはどうか

なという思いもありますが、選出いただきましたので今年度、議長を務

めさせていただきたいと思います。今このコロナの中で社会教育、生涯

学習にかかる行事等では、いろいろ制限があるかと思います。また公民

館運営審議会の活動でも様々な支障もあったのではと思います。その中

で皆様それぞれの立場でのご意見をいただきたいと思います。今年度は

社会教育施設の使用料改定の見直しの年になりますので大変重い課題が

ありますが、各種関係団体等の意見や経緯を考慮しながら進めていきた
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いと思います。一年をかけて皆様のご意見をいただき、今年度社会教育

委員等の会議を進めていきたいと思いますので、宜しくご協力をお願い

したいと思います。  

 

＜副議長＞   昨年度に引き続いて副議長に選出されましたのでご挨拶いたします。

昨年度から 10月 29日に開催予定の関東ブロックの公民館研究大会山

梨大会について協議を進めてきましたが、コロナの影響があるなかで、

今までとは違う内容の開催方法となります。後程、事務局から大会に

ついての説明があるかと思います。今年度も山梨県公民館連絡協議会

理事として大会に向けて務めていきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 

(2)令和 3 年度事業予定について 

＜議 長＞ それでは、議事を進めさせていただきたいと思います。(2)令和 3 年度事

業予定について、それぞれ事務局から説明をお願いいたします。まず図

書館からお願いいたします。 

 

＜図書館長＞ 資料に基づいて説明。 

 

＜議 長＞   ありがとうございました。つぎに文化財課お願いいたします。 

 

＜文化財課長＞ 資料に基づいて説明。 

 

＜議 長＞   ありがとうございました。それでは、生涯学習課お願いいたします。 

 

＜生涯学習担当＞ 資料に基づいて説明。 

 

＜議 長＞   それでは、それぞれ担当より本年度の事業について説明がありましたけ

れども、委員の皆様方から何かご質問はございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。それでは、このような内容で一年間事業が行われ

ていく予定ですので、宜しくお願いしたいと思います。 

 

(3)山梨県各協議会の報告について 

＜議 長＞ それでは、続きまして(3)山梨県各協議会の報告についてですが、山梨県

各協議会の報告を事務局、宜しくお願いします。 
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＜事務局＞   別紙資料に基づいて山梨県総会等について説明 

 

＜議 長＞   それでは、山梨県公民館連絡協議会第 1 回理事会と第６１回関東甲信越

静公民館研究大会山梨大会第 6 回実行委員会について事務局から報告が

ありましたが、何か皆様からご質問ご意見などありますか。 

山梨県公民館連絡協議会理事の橘田委員から何かありましたらお願いし

ます。 

 

＜委 員＞   昨年度から第６１回関東甲信越静公民館研究大会山梨大会について協議 

を重ねてきました。コロナの影響等でいろいろ揺れ動いた部分もありま

したが、最終的には 5 月 25 日の第 6 回実行委員会でいわゆるリモート開

催でユーチューブで視聴ということになりました。分科会等は大会冊子

としてお配りして報告するようなかたちになりました。 

 

＜議 長＞   ありがとうございました。いかがでしょうか。委員の皆様から何かご質

問などありますか。 

        当日など委員の皆さんが何か、かかわることがありますか。 

 

＜委 員＞   昨年度までの協議のなかでは全大会、分科会等で委員の皆様にご協力を

いただくことがありましたが、今回、リモート開催ということで役員等

で進めていくと思いますが、6 月 25 日に第 7 回実行委員会がありますの

で、詳細についてはまた確認していきます。 

 

＜議 長＞   また詳細が決まりまして、もしご協力できることがありましたら、協力

していきますので言ってください。ほかに何かありますか。なければこ

れで(3)の議題を終わります。 

 

(4)その他について 

＜議 長＞  続きまして（4）その他 ですが事務局お願いします。 

 

＜事務局＞   社会教育指導者研修について連絡。 

        成人式について報告させていただきます。令和 4 年 4 月 1 日からから成

人年齢が 20 歳から 18 歳に引き上げられることになり、成人式の開催年

齢について協議してきました。山梨県市長会の申し合わせにより笛吹市

では 20 歳で成人式を開催することとなりました。理由としましては、18

歳ですと試験シーズや就職シーズンと重なりますので、このような判断
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となりました。7 月号の広報及びホームページで周知していく予定です。 

 

＜議 長＞   社会教育指導者研修と成人式についての報告がありました。 

研修につきましては、2 回開催されますので皆様ご都合の良い日にご参加

してください。 

成人式開催の年齢については、今まで通り 20 歳ということになったよう

です。他に何かご質問などありますか。 

 

＜委 員＞   文化財課の関係ですが、気づいたことがあるのですが、文化財ガイドブ

ックに載っている場所をウォーキングしながら巡ったのですが、今日は

寺本廃寺跡を午前中歩いてきました。先週甲斐国分寺跡、甲斐国分尼寺

跡を歩いてきたのですが、案内看板が上を向いていて何が書いてあるか

わからない状態でした。看板を作り直したほうが良いと思います。山王

神社のところにも良く分からないものがありました。文化財ガイドマッ

プに載せる遺跡でしたら看板等も分かりやすく設置し直したほうが良い

と思います。 

 

＜文化財課長＞ 申し訳ございません。ご指摘に基づいて動いているところですが、数が

多いので計画的に行っているところであります。 

 

＜委 員＞   発掘調査が今年あると思うのでこの機会に直していったらいいのではな

いでしょうか。 

 

＜文化財課長＞ 今年、発掘調査で出てきた成果を検証したうえで、翌年度以降に順次看

板等に反映させ、合わせて修繕していく予定でおります。 

       

＜議 長＞   他に何かご質問ご意見などありますでしょうか。 

 

＜委 員＞   成人式のことについてですが、これから成人式を迎える保護者の方から

の意見ですが、合併してから市全体で成人式を開催することになりまし

たが、コロナ過ということもありますので感染症の問題で多くの人が集

まる開催方法が懸念されています。今年も感染対策をした中で開催をし

ていただいたと思いますが、以前のように旧町村単位で開催をしてはい

かがかという声もありますので、旧町村単位で開催をすることを考えて

いただけないでしょうか。 

＜議 長＞   事務局で現段階のお考えがあればお願いいたします。もし今回のご意見
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を聴いて検討いただけるのでしたらご検討をお願いします。 

         

＜教育部長＞  成人式については、合併後に、市を一つにということで市全体で開催を 

        したほうが良いということになり、現在のような開催方法になっており

ます。現在コロナ過で今年 1 月の開催についてもいろいろなご意見をい

ただきながら協議してきました。結果的に開催できて良かったと思いま

す。なお引き続き感染症等の問題はありますが、コロナワクチン接種を

早めようとする国の動きもあるようですので一般の方への接種も年内に

できるのではないかと思います。免疫期間が長いという話もありますの

で今後の感染状況にもよりますが、現段階では市全体で開催をしていく

予定でおります。 

 

＜委 員＞   今後の感染状況などで、成人式が中止になったり、着物など予約してい

たのに急遽キャンセルをしなくてはならないようなことが無いようにし

ていただきたいので旧町村単位での開催も検討していただけたらと思い

ます。 

 

＜事務局＞   貴重なご意見ありがとうございました。 

 

＜議 長＞   他にご意見ありますか。無いようでしたらこれで議事を閉じさせていた

だきたいと思います 

 

次第 7.閉会のことば 

＜事務局＞   雨宮議長様議事の進行ありがとうございました。それでは最後になます

が閉会の言葉を橘田副議長様お願いいたします。 

 

＜副議長＞ 長時間にわたり大変お疲れ様でした。第 1 回目ということで今年度の事

業予定の説明がありました。日頃、社会教育委員の活動に対してアンテ

ナを高くもって、市民にとって良い活動になっているか念頭に置きなが

ら協議できればと思っております。それでは以上を持ちまして社会教育

委員の会議兼公民館運営審議会第 1 回会議を閉会とさせていただきます。

大変、お疲れ様でした。 

                      

議     長 

 

                     議事録署名委員 


