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はじめに 

 

東村山市は、「持続可能性」を主要テーマとする「東村山市第５次総合計画」を

令和３年度からスタートさせました。  

戦後一貫して増加を続けていた人口が減少に転じ、今後も人口減少・少子高

齢化が見込まれ、令和元年１２月からは新型コロナウイルス（COVID-19）が世

界中で流行し、私たちの日常を一変させるなど、社会情勢が大きな影響を受け

続けています。 

「東村山市第５次総合計画」では、これまで経験したことのない状況において、この先、市民が何世代にも

わたって豊かに暮らすことができるまちづくりをめざし、「持続可能性」を主要なテーマとし、世界的に取り

組まれている「SDGs」の理念と重ね合わせ、サブタイトルに「わたしたちの SDGs」を掲げました。 

この「東村山市第５次総合計画」の基本目標の１つである「ひとの活力の向上」の中に、「文化・生涯学習の

推進」を施策として掲げ、関連する個別計画に「東村山市第２次生涯学習計画」の策定を位置づけ、作業を

進めてまいりました。 

本計画の策定に当たっては、第２３期東村山市社会教育委員会議において、様々な専門的見地から協議

を重ね、広くご意見等をいただきました。そして、社会教育委員をはじめとする多くの方々のご指導とご協

力により、このたび「東村山市第２次生涯学習計画」を策定することができました。 

本計画は、令和３年度東村山市教育委員会の基本目標及び基本方針に、家庭、学校、地域の教育力向上

による連携の推進が示され、更に ICT等の活用による新しい日常での学習機会の提供や、人と人との新

しいつながりづくりなど、時代の変化や市民ニーズに対応した生涯学習の推進が求められていることから、

現代の社会情勢における生涯学習の状況を踏まえ、「東村山市第５次総合計画」がめざす「みどり にぎわ

い いろどり豊かに 笑顔つながる 東村山」の実現に向け、市民一人ひとりが主体的に生涯にわたって学ぶ

機会を充実させ、その学びを多方向に広げ、学びを通したつながりができるよう、東村山市の生涯学習の

総合的な推進を図ることを目的としております。市民のお一人おひとりにとって、現代社会に相応しい実り

ある生涯学習社会を実現できるよう、本計画に基づいて施策を推進してまいりますので、今後も市民の皆

様のご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。 

最後になりましたが、本計画策定に当たり貴重なご意見をくださいました東村山市社会教育委員の皆

様、ご指導ご協力を頂いた議会ならびに市民の皆様に深く感謝申し上げます。 

 

 

                                     令和３年８月 

東村山市長  渡部 尚 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

東村山市教育委員会は、「東村山市第５次総合計画～わたしたちの SDGs

～」に掲げられている将来都市像「みどり にぎわい いろどり豊かに 笑顔つ

ながる 東村山」の実現をめざし、東村山市を愛し、互いに助け合い、豊かなま

ちづくりに貢献できる市民の育成を図ることに努めております。 

令和３年度の教育目標においても、目標を達成するための４つの基本方針

と９つの取組を掲げ、具体的な教育施策を実施しています。特に基本方針３で

は、「総合的な教育力と生涯学習の充実において、少子高齢社会の中で、みん

なが楽しく学び、豊かな心をはぐくむまち」と定め、子供たちの健やかな成長を社会全体で支えるとともに、

市民一人一人が生涯にわたって学ぶことができ、社会に貢献できるよう、家庭・学校・地域の教育力を高め

ながら連携を図り、市民自らが主体的に学び、文化・芸術・芸能活動、さらには体力・健康づくりやスポーツ

等に親しみ、積極的に社会参加できる機会の充実に努めてまいります。 

この度の「東村山市第２次生涯学習計画」では、少子高齢化に伴う急激な人口減少や人生１００年時代と

いう新たな社会生活の変化の中において、さらには、新型コロナウイルス感染症に伴う新しい日常の生活

様式に対応した ICT 機器の利活用など、多様な学習機会の提供や新しい学習形態を通じた人と人とのつ

ながりを大切にすることを図り、東村山市第５次総合計画における「ひとの活力の向上」と SDGs の１７の

ゴールの一つである「質の高い教育をみんなに」を踏まえて、「だれもが、生涯にわたっていつでもどこでも

自分に合った学習を行い、その学びを様々な方面に広げ、学びを通じたつながりができる」ことを基本的な

考え方とし、社会の急激な変化にも対応したこれからの生涯学習の充実に向けた方向性を定めています。 

今回の策定にあたりましては、東村山市社会教育委員の皆様方による会議において、平成２５年に策定

した東村山市生涯学習計画の点検・評価・検証から第２次計画の策定についてご協議いただき、家庭教育・

学校教育・社会教育の各見地から様々なご意見をいただきました。特に、各基本目標の施策については分

科会を設け、様々な視点でご協議いただきました。 

事務局の社会教育課では、社会教育委員の皆様からの貴重なご意見を真摯に受け止め、今後１０年間の

指針として相応しい計画となるよう作成に努めてまいりました。 これまで、策定に関わっていただきまし

た全ての方からのご支援の賜物と感謝いたしております。東村山市の生涯学習が、さらに実りのあるもの

となるよう、新たな計画に基づいて推進してまいります。  

 

 

令和３年８月  

  東村山市教育委員会 教育長 村木 尚生 
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 生涯学習計画の策定にあたって  
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第１節    生  涯  学  習  計  画  の  動  向 
 

生涯学習と現在の社会状況 

教育基本法第３条に生涯学習の理念が示されており、「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人

生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することが

でき、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない」とあります。この理念

を受けて、東村山市においても生涯学習の振興を図ってまいりました。 

これからの時代は、「人生１００年時代」※とも言われています。こうした社会の中にあっては、地域社会に

おいて、住民の学びや活動がますます必要になってきていると言えます。教育基本法にあるように、「生涯

学習」とは、一人ひとりがライフステージ※やライフスタイルに合わせて、生涯にわたり、あらゆる機会、あら

ゆる場所において、学習活動を通し、自己実現を図り、人と人、人と地域がつながることにより、地域全体

での新しいコミュニティを形成して、よりよい社会をめざすことにあります。そのため、生涯学習活動が自

己実現のみではなく、学習の成果を生かし、地域全体を活性化させ、地域づくりにつなげていくことが求め

られています。 

本計画は、教育基本法第１７条に基づいた「教育振興基本計画」であり、地方公共団体は「地域の実情に

応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなけ

ればならない」とあります。教育には、学校教育・家庭教育※とともに社会教育※の形態がありますが、生涯

学習はそれらを包括する広範なものとして、いずれの世代の人々の教育・学習に関わるものです。 

社会状況は少子高齢化※、グローバル化※、情報化社会※へと大きく変化しています。そうした中で、環境

問題、経済状況の悪化などを背景とした貧困問題、共働き世帯の増加や街の自営業の衰退などに伴う地域

社会の担い手の減少による地域とのつながりの希薄化という多様な課題も生まれています。 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災がもたらした甚大な被害や近年の風水害、地球温暖化等に

より、地域防災や減災※、危機管理、エネルギー問題などへの関心が高まっています。また、新型コロナウィ

ルスによる世界規模の感染症という新たな問題も生まれています。 

 今後は、さらなる人口減少や人生１００年時代を迎える新たな社会生活の中において、また、新型コロナウ

ィルス感染症※拡大による新しい生活様式※を見据え、ＩＣＴ※等を活用した多様な生涯学習機会の提供や新

しい学習形態を通じた人と人とのつながりづくりなどに合わせた新たな学習の検討を図り、変化に対応し

た生涯学習を推進することが求められています。 
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１．国の動向 

（１）教育基本法における生涯学習 

平成１８年１２月の教育基本法改正では、「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ること

ができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成

果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない」とすることが生涯学習の理念とさ

れるとともに、「家庭教育」「社会教育」「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力」等の規定が整備さ

れ、自治体が生涯学習を推進する基盤の充実が図られました。  

 

（２）第３次教育振興基本計画（平成３０年６月） 

第３次教育振興基本計画には、「超スマート社会（Society5.0）」※の実現に向けた技術革新の中で「人

生１００年時代」を豊かに生きるためには、若年期の教育、生涯にわたる学習が必要であり、教育を通じて

生涯にわたる一人ひとりの「可能性」と「チャンス」を最大化することに取り組むこととし、「夢と志を持ち、

可能性に挑戦するために必要となる力を育成する」「社会の持続的な発展を牽引するための多様な力を身

につける」「生涯学び、活躍できる環境を整える」「誰もが社会の担い手となるための学びのセーフティネッ

トを構築する」「教育政策推進のための基盤を整備する」という５つの基本方針が示されました。 

 

（３）中央教育審議会（平成３０年１２月） 

中央教育審議会「人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について」の答申で、

これまでにない大きな変化の時代において、様々な課題の解決に向け社会教育を基盤とした「人づくり・つ

ながりづくり・地域づくり」が重要であり、社会教育をこれまで以上に「開かれ、つながるもの」にしなければ

いけないと提言しました。この答申は、「第１部 今後の地域における社会教育の在り方」と、「第２部 今後の

社会教育施設※の在り方」から成り立っており、第１部では、①学びへの参加のきっかけづくりの推進、②多

様な主体との連携・協働の推進、③多様な人材の幅広い活躍の促進、④社会教育の基盤整備と多様な資金

調達手法の活用等、社会教育の意義と果たすべき役割の基本が言及されています。 

 

（４）障害者の生涯学習の拡充（令和２年） 

 平成２９年４月７日、当時の文部科学大臣から「特別支援教育※の生涯学習化に向けて」と題する大臣メッ

セージが出されました。障害のある人たちが一生涯を通じて教育や文化芸術、スポーツなど様々な機会に

親しむことができるよう支援していくことの重要性を指摘されたものです。 

文科省では障害のある人たちの、学校卒業後の学習・交流の機会の拡充を進めています。そのためには、

単に社会教育施設やスポーツ施設にとどまらず、福祉や労働といった関係のセクションと連動した支援策

の重要性を指摘しています。文科省では、「障害者学習支援推進室」が中心となって、生涯にわたる切れ目

ない支援体制の整備を進め、障害のある人たちのスポーツや文化芸術活動の振興に取り組んでいます。 
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２．東京都の動向  

 東京都では生涯学習振興施策の推進を図るため、平成４年に東京都生涯学習審議会条例を制定し、東京

都生涯学習審議会を発足させました。 

 

（１）第３次東京都教育ビジョン（平成２５年４月） 

東京都生涯学習審議会の答申や長期ビジョンである「２０２０年の東京」（平成２３年策定）の基本的な考

え方（目標の１つとして、「誰もがチャレンジできる社会を創り、世界に羽ばたく人材を輩出する」ということ

を掲げ、「子供たちの知・徳・体を鍛え、次代を担う人材を育成する」という政策展開を図る）などを踏まえ、

平成２５年に「第３次東京都教育ビジョン」を策定しました。 

この「第３次東京都教育ビジョン」は、これまでの教育改革の成果と課題、国の動向やこれからの１０年間

に予想される社会の変化などを踏まえ、東京都における新たな教育振興基本計画として位置づけられてい

ます。 

 

（２）東京都生涯学習審議会「地域学校協働活動」 

平成２７年１２月、中央教育審議会から「新しい時代の教育や地域創生の実現に向けた学校と地域の連

携・協働の在り方と今後の推進方策について」の答申で、今後の地域と学校の協働体制について、地域全

体で子どもたちの成長を支え、多様な世代の市民の教育参加・参画を進め、学校を拠点とした持続可能な

地域づくりをめざす「地域学校協働活動」を推進することが提案されました。 

平成２９年３月に社会教育法が改正され、「地域学校協働活動の推進」が教育委員会の義務として位置づ

けられ、地域と学校の関係は、「連携」から「協働」に発展させていくことが求められています。 

これを受けて、平成３１年２月、東京都生涯学習審議会から「地域と学校の協働」を推進する方策が出さ

れました。アクティブ・シニア(元気高齢者)をはじめとした地域の人々との交流拠点として、学校を活用す

ることの重要性について指摘されています。本格的な人口減少時代にあって、次代を担う子どもたちが健

やかで心豊かに成長を遂げていくためには、地域コミュニティを子どもの成長空間として再生していく取組

を進めることが急務であると建議されています。 

 

（３）第４次東京都教育ビジョン（平成３１年３月） 

「東京都教育ビジョン（第4次）」には、これからの社会を主体的・創造的に生きる子どもに対し、生涯にわ

たって主体的に判断・行動する能力を育むことが必要とあり、子どもの「知」「徳」「体」をバランス良く育むこ

とで、生涯にわたり学び続け、社会の持続的な発展に貢献する力を培うことが不可欠です。この力を育む

ために今まで以上に学校と家庭、地域・社会が相互に連携・協力することが必要となっています。 

これらを踏まえ、「知」「徳」「体」の調和を図るための「基本的な方針」を据えています。その１つに、学校・

家庭・地域・社会が連携・協働するとともに、「社会総がかり」で児童・生徒の健やかな成長の支援する「地域

学校協働活動」の推進が重要であると示されました。 
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３．東村山市の動向 

（１）東村山市生涯学習計画（平成２５年度） 

東村山市第４次総合計画がめざす「人と人 人とみどりが響きあい 笑顔あふれる 東村山」の実現に向

け、あらゆる場において市民と行政が一体となり、市民一人ひとりが主体的に生涯にわたって学ぶ機会を

充実させ、東村山市の生涯学習の総合的な推進を図ることを目的として策定されました。この計画は、平

成２５年度を初年度として、令和２年度を最終年度とする８年間とし、それに基づいて事業を展開するため

に、関係各所管における取組を体系化し、生涯学習のさらなる振興を図ることをめざすものとなります。 

 

（２）東村山市教育施策の大綱（平成２７年度） 

すべての市民が生涯を通して主体的に学べるまちづくりの実現をめざすために、目標や施策の根本とな

る方針で、市の教育に関する施策を展開する上での指針となります。生涯学習関連としては、「健やかで豊

かな心をもつ青少年を育成する」「生涯にわたる文化・スポーツ・学習活動を充実する」の内容となります。 

 

（３）東村山市第５次総合計画（令和３年度） 

社会の大きな転換期の中で、将来にわたってまちの魅力を維持・向上していくために、未曽有の事態を

将来に向けた転機と捉え、自ら進化を続けていき、長期的な社会の変化を見据え、未来起点でまちづくり

を考えていくことが重要となります。また、まちの将来に向けた持続的な発展のために、そして、社会を構

成する一主体としての責任を果たすために、ＳＤＧｓ達成に取り組むことが必要です。この計画が市民や行

政、まちに関わる全ての人にとっての東村山市版ＳＤＧｓであるとの思いを込め、市民が何世代にもわたっ

て豊かに暮らすことができるまちづくりを進めるために策定しました。生涯学習関連としては、基本目標２

「ひとの活力の向上」の内容で、だれも取り残されることなく、笑顔で支え合って暮らせるまちづくりを推進

することとなります。 

 

（４）教育委員会の教育目標及び基本方針（令和３年度） 

令和３年度東村山市教育委員会では４つの「基本方針」※及びこれに基づく「９つの取組」※を推進するた

めに、学校は、「知」「徳」「体」をバランスよく取り組んでいくとともに、家庭・学校・地域社会が相互に連携・

協力して進めていくことが示されます。生涯学習関連としては、「地域・社会の教育力向上を図る」の内容で、

多様な地域人材・地域資源を活用し、生涯にわたって学びを推進することとなります。 

 

（５）東村山市第２次生涯学習計画（令和３年度） 

東村山市の最上位計画である東村山市第５次総合計画の策定方針や過程・考え方を基本に、新たに生

涯学習計画を策定する必要があります。そのために、平成２８年度に東村山市生涯学習計画における関係

各所管における成果と課題を踏まえた前期評価を行いました。令和元年度では東村山市社会教育委員の

意見をもとに東村山市生涯学習計画のまとめを行いました。 

国や東京都の施策や現代の社会情勢、本市の教育目標等を踏まえ、東村山市第５次総合計画がめざす

「みどり にぎわい いろどり豊かに 笑顔つながる 東村山」の実現に向け、東村山市の生涯学習から、時

代の変化に合わせたおおむね１０年間を計画期間に「東村山市第２次生涯学習計画」を策定していきます。 
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第 2節  東村山市第２次生涯学習計画の策定にあたり 
 

1．生涯学習計画の目的 

東村山市では、これまでに生涯を通して学び、豊かな人間性と郷土愛※を育むため、多様な生涯学習振

興施策に取り組んできました。 

その生涯学習は、自己実現を図るだけではなく、学びによる人と人・人と地域がつながっていくことが目

的でした。人生１００年時代を豊かに生き、生涯にわたって学習していくためには、多様なニーズに合わせた

生涯学習を推進していく必要があります。 

さらにICTの普及や新型コロナウィルス感染症拡大に伴い、人が集うことや催物の開催が制限されるこ

とが考えられる中で、今後はICTを活用した新しい形での学習機会の提供や人と人との新しいつながりづ

くりなど時代の変化や市民ニーズに対応した生涯学習を推進していくことが求められています。 

本計画は、現代の社会情勢における生涯学習の状況を踏まえ、東村山市第５次総合計画がめざす「みど

り にぎわい いろどり豊かに 笑顔つながる 東村山」の実現に向け、市民一人ひとりが主体的に生涯に

わたって学ぶ機会を充実させ、東村山市の生涯学習の総合的な推進を図ることを目的とします。 
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策定 東村山市第２次生涯学習計画（おおむね 10年間） 

策定 

2．生涯学習計画の期間  

東村山市第２次生涯学習計画は、令和３年度を初年度として、令和１２年度を最終年度とするおおむね 

１０年間の計画とします。本計画に基づく生涯学習に関わる事業は、関係各所管が東村山市第５次総合計

画の実施計画に位置づけ、それぞれの事業に実行性を持たせ、より効果的に推進していきます。 

また、東村山市第５次総合計画は、社会経済情勢の変化に柔軟に対応するため、計画期間を前期５年間

と後期５年間としています。本計画も同様に、今後における社会状況の変化や施策を踏まえ、５年を目安に

点検・評価等を実施します。 

 

 

 

 

 

 

令和 

  ２    ３    ４    ５    ６    ７    ８    ９   １０   １１   １２ 

                                      年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東村山市第５次総合計画（１０年間） 

前期基本計画（５年間） 後期基本計画（５年間） 

点検・評価 ８月策定 

４月策定 
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3．東村山市第５次総合計画・各種計画の位置関係図 

 

東村山市第５次総合計画 わたしたちの SDGｓ 
≪将来都市像≫ 

～みどり にぎわい いろどり豊かに 笑顔つながる 東村山～ 

≪将来都市像の実現に向けた３つの基本目標≫ 

「まちの価値の向上」「ひとの活力の向上」「くらしの質の向上」 

                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪東村山市第２次生涯学習計画に関連する市の主な計画≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東 村 山 市 第 2 次 生 涯 学 習 計 画 

連携・関連 

教育委員会の教育目標及び基本方針 

上位計画 

 

 

東村山市教育施策の大綱 

東村山市新・放課後子ども総合プラン 

第４次東村山市子ども読書活動推進計画 

東村山市スポーツ施策基本方針 

東村山市第３次男女共同参画基本計画 
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第 3節  東 村 山 市 の 地 域 と 人 々 
 

１． 東村山市の基本データ 

 

（１）総人口及び年齢別人口 

日本全国の人口は、今後ますます高齢者の割合が増大することが予想されておりますが、東村山

市においても同様の傾向が読み取れます。人口減少・少子化に対応するために、子育て世代の定住

促進を推し進めるべく、子育て支援・教育施策の推進が求められています。言い換えるならば、子育

てしながらでも安心して働くことができる環境を整えていくことが必要になると考えられます。 

さらに、高齢化が進む中で、少しでも生涯にわたり元気に過ごすことができ、うるおいのある地域

づくりをめざすことが課題です。そのためにも、健康で活力のある生活を維持するための環境を整

備することが求められています。 

そして、だれもが人生を楽しみ、活躍できる東村山市にしていくことが、やがては東村山市への地

域定着を促し、人口の増加につながると考えられます。 

 

 
 
資料：東京都総務局「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」及び東村山市総合計画議会資料 
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（２）家族類別世帯数割合 

核家族世帯が全体の約３０％を占めるとはいえ、「一人暮らし」の世帯が確実に多くなっていることが読

み取れます。平成１２年には２８．１％であったのに対し、平成２７年では３４．９％と東村山市で最も多い世

帯構成になっていることが分かり、その増加傾向をはっきり読み取ることができます。 

一人暮らし世帯には、若者というより、高齢者の一人暮らしのケースが少なくありません。東村山市では、 

６５歳以上の者一人のみの一般世帯である「高齢単身世帯」と、６５歳以上の夫婦一組のみの一般世帯「高

齢夫婦世帯」を合わせた高齢者のみの世帯の割合が、比較的高い状況にあり、そうした世帯がますます増

加する傾向にあることが分かります。このことは、近年の東村山市の住宅地開発の沈静化に関連すると考

えられます。 

このような世帯構成上の特徴は、もっとも代表的な「夫婦と子ども」からなる核家族の割合が、確実に減

少傾向にあり、「一人暮らし」の増加と合わせて「ひとり親と子ども」世帯が２０％に上るといったものであり、

こうした変化に応じて、市民の生涯学習の機会を提供することが求められています。 

 

 

 

高齢者のいる世帯数と一般世帯数に占める割合の推移 

 

資料：総務省統計局「国勢調査結果」及び東村山市第５次総合計画等計画基礎調査報告書 

28.1 31.6 31.5 34.9

19.8 20.0 19.9 20.2 

36.8 33.0 31.1 30.0 

8.3 8.9 9.5 9.8

7.0 6.5 8.0 5.1 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

東村山市の家族類別世帯割合の推移

一人暮らし 夫婦のみ 夫婦と子ども ひとり親と子ども その他



 

- 11 - 

 

（３）共働き世帯数 

東村山市における「夫婦共働き」世帯数は、平成２２年から平成２７年にかけて、増加傾向を示し、それに

応じて「どっちか就職」する世帯数が減少傾向を示すという逆転現象が見て取れます。共働き世帯が増加し

ていることは、女性の労働への参加の広がりを意味し、それに応じて保育需要は増加する状況にあります。

子どもの健やかな成長の実現に向けて、良質な教育・保育が提供できる環境づくりが求められています。 

このように女性の社会進出や共働き世帯の増加の中で、ワーク・ライフ・バランスの推進が重要となって

います。仕事と家庭生活とのバランスをいかに図っていくか、そのための労働環境や生活環境をいかに充

実させるかが、地域の課題ともなっています。 

今後は働きながら自分に合った学習機会や学習ニーズに応える生涯学習に提供することで、豊かな共働

き家庭を創造していくことが求められています。 

 

 

資料：総務省統計局「国勢調査結果」及び東村山市第５次総合計画等計画基礎調査報告書 
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（４）外国人人口数 

東村山市における「外国人人口数」は、年々、上昇してきているものの、外国人人口数の令和２（２０２０）

年１月の対総人口比率は１.99％でした。多摩地域２６市中１６番目になっており、市全体の人口増減におけ

る割合では、比率は比較的小さいと考えられます。 

外国人と地域との交流が進み、暮らしやすい生活環境の整備が求められており、外国人世帯の人たちの

子育てや、教育課題への対応が必要になっています。全体として外国人人口数は上昇傾向にあることから、

地域で交流を図りながら豊かな地域生活が維持されることが期待されます。 

 

 

 

市町村別外国人人口数・外国人対総人口比率（令和２年度） 

順位 市町村 

（市） 

外国人人口数

（人） 

総人口数

（人） 

比率

（％） 

順位 市町村 

（市） 

外国人人口数

（人） 

総人口数

（人） 

比率 

（％） 

1 福 生 市 3,809 57,617 6.61 14 国分寺市  2,572 125,170 2.05 

2 小 平 市 5,451 194,869 2.80 15 調 布 市  4,824 237,054 2.03 

3 西東京市 5,384 205,125 2.62 16 東村山市 3,008 151,255 1.99 

4 羽 村 市 1,444 55,354 2.61 17 多 摩 市  2,838 148,823 1.91 

5 立 川 市 4,598 184,090 2.50 18 東久留米市 2,221 116,916 1.90 

6 昭 島 市  2,784 113,397 2.46 19 日 野 市  3,343 186,346 1.79 

7 小金井市 2,985 122,306 2.44 20 清 瀬 市 1,308 74,636 1.75 

8 国 立 市  1,839 76,280 2.41 21 狛 江 市  1,408 83,257 1.69 

9 武蔵村山市 1,732 72,382 2.39 22 町 田 市  6,862 428,821 1.60 

10 八王子市 13,210 562,480 2.35 23 稲 城 市  1,448 91,540 1.58 

11 武蔵野市 3,364 146,871 2.29 24 青 梅 市 1,955 133,032 1.47 

12 府 中 市  5,604 260,232 2.15 25 東大和市 1,185 85,301 1.39 

13 三 鷹 市 3,943 188,461 2.09 26 あきる野市 973 80,667 1.21 

資料：東京都総務局「住民基本台帳による東京都の世帯数と人口」 
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２． 東村山市の市民生活とその意識 

（１）東村山市における各取り組みに対する意識調査 

東村山市では、毎年、「東村山市市民意識調査」が実施されています。ここでは生涯学習に関連する主な

項目について概観していきます。 

令和２年度において、東村山市に「住み続けたい」とする回答は７１．４％と増加傾向となり、市民全体の

約７割の人たちは、定住意向を持っていることが分かります。その理由は「住みなれていて愛着がある」が

69.0％で、東村山市に「愛着」を持った人たちが多いことがうかがえます。次いで、「自然環境がよい」の

56.9％、「交通の便がよい」の 45.6％の順となっています。 

「駅周辺の整備」や「生活道路の整備」といった都市基盤の充実を求める声が浮かび上がっていて、こうし

たハード面の要望とともに、より多くの市民が楽しく、豊かな生活を創りあげていくために生涯にわたる文

化・学習活動を充実することが必要となりますが、そうした生涯学習に関わる項目については、「各取り組

みに対する意識調査」の通りとなっています。これによると、東村山市の生涯学習に関係する取組に対して

満足度の割合は増加しています。令和２年度の満足度が一番高いのは、「市民の健康づくり」となっていま

す。また、平成２５年度から令和２年度にかけて一番満足度の伸び率が高いのは「人権・平和意識の醸成」の

6.9％となっています。 

その中でも「多文化共生※・男女共同参画※の推進」については、不満足度の割合が、いくらか増加してい

ることがうかがえます。つまり、「多文化共生」や「男女共同」といった社会的課題に対する関心の高まり、多

様な生涯学習の機会の提供や充実を図ることが重要と考えられます。 

 

資料：平成２５年度、令和２年度市民意識調査結果報告書 
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資料：令和２年度市民意識調査結果報告書 

 

各取り組みに対する意識調査                                    

各取り組みに対する満足度 平成２５年度 令和２年度 

項目 満足 不満足 満足 不満足 

健全な青少年を育成するための環境づくり １６．８％ １４．１％ ２１．９％ １０．４％ 

市民の健康づくりの推進 ３３．８％ １０．０％ ３４．９％ ７．９％ 

人権・平和意識の醸成 ２１．７％ ６．４％ ２８．６％ ５．７％ 

多文化共生・男女共同参画の推進 １４．３％ ４．９％ １７．５％ ６．４％ 

市民や地域主体の生涯学習への支援 １３．６％ １１．６％ １９．３％ １０．０％ 

歴史・伝統文化の保護・振興 31．8％ 5．7％ ３２．６％ ４．５％ 

スポーツ活動の振興 ２６．６％ ９．４％ ２５．１％ ９．０％ 

平成２５年度：n=９０８   令和２年度：n=913 

資料：平成２５年度、令和２年度市民意識調査結果報告書 
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第１節 東村山市における社会教育行政・社会教育施設 

 

１．青少年健全育成や文化・芸術行政とその事業の現状 

東村山市において、生涯学習社会を実現するために、生涯学習をどのように進めてきたのかを振り返っ

てみます。 

基本的には社会教育施設を通じて生涯学習の振興を図ってきましたが、その土台づくりのため、学校・地

域との連携を通じた青少年健全育成や文化・芸術活動の振興における活動を展開しています。 

事業名 内          容 

輝け！東村山っ子 

育成塾 

青少年委員が企画・立案し、市内外において、社会奉仕活動や自然体験活動を通

じて、感性を養い、社会性・生きる力※を身につける活動を実施しています。 

なぎさ体験塾 

姉妹都市新潟県柏崎市において、２泊３日の宿泊体験や海洋体験活動を通じて、

児童の交流を深め、人と人との関わりや社会性豊かな人間性を育むことを目的

とした活動を実施しています。 

東村山市民文化祭 
市民の文化意識の醸成と地域コミュニティの推進を図るため、文化活動の発表

の場として実施しています。 

多摩六都ヤングライブ

フェスティバル 

多摩六都※の青少年の居場所づくりや交流の場として位置づけ、圏域５市の青少

年で構成される音楽活動イベントを実施しています。 

八国山芸術祭 

市内の園児・児童・生徒に文化・芸術活動の環境の充実と、表現活動の喜びや楽

しさを仲間と共に体験する場や、生涯にわたり文化・芸術活動に取り組める環境

を一層充実させ、その学習成果を発表するための機会を提供しています。 

青少年対策 

地区委員会 

地域の青少年の健全育成を目的とし、キャンプを通じた自然・宿泊体験、地区ご

との子どもまつりなど、７つの地区がそれぞれの特色を活かした活動を実施して

います。 

放課後子ども教室 
地域の参画を得て、安全で安心な子どもたちの放課後の居場所づくりを推進し

ています。 

学校開放事業 

（コミュニティ・ 

        土曜開放） 

学校教育活動等に支障のない範囲において、学校施設を生涯学習の活動の場と

して提供しています。また、学校週５日制に伴い、土曜日に実行委員会を中心に

地域での教育活動を実施しています。 

青少年健全育成大会 

青少年の健全育成を目的として、市民の方々に中学生に対する意識や理解を深

めてもらう「中学生の主張大会」と地道な活動を続けている青少年に対して「青

少年善行表彰」を実施しています。 

市民の集い 

子どもたちの健やかな成長を目的に「いのちとこころの教育週間」※のメイン事業

として位置づけ、人権・税作文の発表、生徒会の発表など、児童・生徒の発表の機

会を提供しています。 
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本市は、学校週５日制に伴い、学校施設をスポーツ活動や文化・芸術活動、児童・生徒やその家族のため

に、各校の実行委員が企画する講座等を実施する場として学校施設コミュニティとして開放しています。 

 

資料：平成２６年度、令和元年度事務報告書 

注：令和元年度は新型コロナウィルス感染拡大防止のため、3月は中止 

 

２．公民館行政とその事業の現状 

公民館では、集会室等の施設を利用した生涯学習推進のほか、多様なスペースを活用した交流機会や学

習機会を提供するための事業を実施し、自身の学びや他者の学びを広げていくなどの取組によって、生涯

学習を推進しています。 

事業名 内          容 

市民講座 
生きがいやゆとりのある人生を目的とした生涯学習を推進するため、市民の生涯学習

活動のニーズを反映して学習機会を提供する事業を実施しています。 

シニア学級 
高齢者が元気で健康に暮らすための多様な体験活動や学習を通じて、地域活動に参

加するきっかけづくりとなる講座を展開しています。 

単発講座 

現在活動している団体の新規会員加入を促進することや、新しく団体を立ち上げるこ

とを目的に地域や各地区館で活動している団体を講師に招いて、講座等を実施して

います。 

知的障害者 

青年学級 

レクリエーション活動等を通して、日常生活に必要な知識と技能を身につけることで、

障害のあるかたの社会参加や余暇活動を促し、共生社会※の実現を図る事業を実施し

ています。 

東村山 

土曜寄席 

市民が良質な伝統文化を身近で体感できることを目的に、落語芸術協会と共催で実

施しています。 

自主事業公演 
魅力ある公演を通じて、身近で優れた芸術・伝統文化に子どもから大人まで親しみ参

加できる機会を提供していく事業を実施しています。 

フレッシュ 

コンサート 

市民がより多くの素晴らしい音楽に出会える場の提供と、次代の音楽文化を担う若き

音楽家に活動と発表の場を提供する事業を実施しています。 
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資料：平成２６年度、令和元年度事務報告書 

平成２６年の合計：開館日数３０８日、令和元年の合計：開館日数：２８１日 

注：令和元年度は新型コロナウィルス感染拡大防止のため、３月は休館 

 

 

３．図書館行政とその事業の現状 

図書館では、本を借りるかたや新聞・雑誌などを閲覧するかただけでなく、学習席の利用やインターネッ

ト・図書館資料を使った調べものなど、利用目的は多岐にわたります。子どもや市民の読書活動を推進する

ために対象年代ごとの効果的な事業や本に出会うための環境整備に努め、様々な事業やサービス提供を

展開しています。 

事業名 内          容 

児童サービス 

乳幼児から小学生を対象として、読書の楽しみを知り、個性や成長段階に応じ

た本に出会うことができるように、図書館内外で子どもと本を結びつけるため

の取組を行っています。また、保護者や子どもの本に関わる活動をするかた、

子ども関連施設に対しても様々な働きかけや支援を行っています。 

主な事業としては、ブックリスト作成・資料展示、おはなし会、夏休み親子図書

館体験、わくわく子ども読書まつり、特別貸出、図書館見学、ブックトーク訪問、

学校図書館支援、「おすすめ絵本パック」※設置、おはなし会への「図書館くまボ

ラさん」※派遣となります。 

ティーンズサービス 

中学生から１８才くらいまでを対象として、将来にわたって本を楽しむ力や図書

館を活用して情報を得る力を身につけてもらうために様々な取組を行ってい

ます。主な事業はブックリスト作成・資料展示、職場体験や図書館学生ボランテ

ィア受け入れとなります。 
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一般サービス 

市民の多様な学習スタイルや読書要求、課題解決に応えるために、図書・新聞・

雑誌・ＣＤなどの資料を収集し、年代や目的に合わせて利用しやすいように整備

しています。主な事業として、新着リストの作成や時機に合わせた本の展示、講

座・講演会を行っています。また、生活情報コーナー・介護情報コーナー・大活字

本コーナー・シニアコーナー・ハンセン病を知る本など、市民ニーズの高いテー

マについては、常設コーナーを設置し、利用促進を図っています。 

レファレンスサービス 
調査・研究に役立つ資料を揃え、職員が利用者の課題解決を支援しています。

本だけでなくインターネットで各種商用データベース※も活用しています。 

地域資料サービス 

東村山地域に関する図書、行政資料等を収集提供しています。主な事業として

は、東村山に関する新聞記事索引、東村山あれこれ・東村山ものしりシートなど

情報発信を行っています。 

障害者サービス 

視覚障害者など通常の形では図書館を利用するのが困難なかたへの読書支援

や情報提供等を音訳ボランティア※の協力により行っています。主な事業として

は、対面朗読、録音図書貸出、各種音訳資料作製、音訳ボランティア向け研修と

なります。 

多文化サービス 多文化共生社会に対応した外国語資料等の収集、情報提供を行っています。 

 

 

資料：平成２６年度、令和元年度事務報告書 

平成２６年度の開館日数：中央３０５日 富士見・萩山・廻田 ２９６日 秋津 ２９０日 

令和 元年度の開館日数：中央 181日、富士見 260日、萩山・秋津・廻田 268日 

注：中央図書館は改修工事のため、11月 5日～3月まで休館し、中央公民館に予約図書貸出の臨時窓口を開設 

  新型コロナウィルス感染拡大防止のため、全館 3月休館 
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４．ふるさと歴史館行政とその事業の現状 

ふるさと歴史館では、多様な展示会・講座を通じて、文化・歴史の理解の促進や子どもたちへの伝統文化

の体験活動、市の文化財を楽しんでもらう取組と同時に、それらの調査・研究・保存を行っています。 

事業名 内          容 

企画展・特別展 
歴史と文化について理解を深めるために、期間やテーマを定めた特別に企画さ

れる展示会を実施しています。 

企画展・特別展 

関連事業 

企画展・特別展の内容への理解を深めるために開催される講演会、展示説明会

を実施しています。 

東村山文化財講座 
文化財の保護と活用を図るために市の文化財を見たり触れたりすることができ

るなどの多様な講座が開催されています。 

各種講座・体験学習 
学びや体験を通じて、地域の歴史・文化の理解を深めるために講座・体験学習を

実施しています。 

年中行事等展示 
郷土にて一定の時期に行われた行事を歴史館ロビーにて展示・解説をして、市

の歴史や文化を継承させるための展示会を実施しています。 

学校関係の体験事業 
次世代を担う子どもが市の歴史や文化の理解を深めるため、社会科見学・小中

学校への出前授業※・ふるさと歴史館での職場体験を実施しています。 

こども縄文塾 
次世代を担う子どもが市の歴史や重要文化財・下宅部遺跡※の理解を深めるた

め、縄文時代の生活について、多様な体験を通じて学ぶ講座を実施しています。 

たいけんの里 

各種事業 

たいけんの里で実施する八国山の自然・考古・伝統文化・アートクラフトに関する

体験又は講座を通じて、地域の自然・歴史・文化の理解を深めるようにします。 

無形民俗文化財の 

公開 

無形民俗文化財※である祭囃子※、雅楽・浦安の舞の公開に協力し、東村山の歴

史や文化が継承される取組を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成２６年度、令和元年度事務報告書(注：令和元年度は新型コロナウィルス感染拡大防止のため、３月は休館) 

平成２６年度の開館期間：ふるさと歴史館２４８日、八国山たいけんの里２５８日 

令和 元年度の開館期間：ふるさと歴史館２３３日、八国山たいけんの里２４１日 
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第２節 東 村 山 市 に お け る ス ポ ー ツ 行 政 
 

市のスポーツ振興を推進するため、いつでも・どこでも・だれもが生涯にわたりスポーツを気軽に始め、

楽しむことができるきっかけづくりやスポーツを通じた健康寿命※の延伸・健康を維持するための取組を行

っています。スポーツセンターや野球場・庭球場など多種多様なスポーツができる運動環境があり、多岐に

わたるスポーツ活動が行われています。 

事業名 内          容 

スポーツ教室 

各世代の市民が生涯スポーツを日常生活に取り入れ、健康・体力づくりにつな

がる事業とし、骨盤体操やダンスエアロビクス、スイミング等の８種目の教室事

業を、年間を通じ展開しています。 

健康運動教室 

市民が日常的に運動を行う機会をつくり、健康寿命を延ばすことを目的とし、

東村山市民スポーツセンター指定管理者※と連携し、健康体操や脳活性化教

室、子どもワクワク運動教室、親子運動教室等、各世代に応じた教室事業を展

開しています。 

スマートライフ講演会

＋健康エクササイズ 

東村山市スポーツ科学委員会委員が講師となり、スポーツ医科学に関する内

容の講義及びスポーツトレーナーによる簡単エクササイズ等を行い、市民の健

康維持及び健康寿命の延伸を目的としています。 

ボッチャ体験会 

誰もが気軽にスポーツに親しむ機会をつくるために、東村山市スポーツ推進委

員会※と連携し、パラリンピックの正式種目である「ボッチャ」※の体験会を実施

しています。 

市民大運動会 

市民がスポーツを行うきっかけづくりと市民相互の友情と親睦を深め、地域コ

ミュニティの醸成を図ることを目的とし、東村山市、東村山市教育委員会、（公

社）東村山市体育協会※、１３町体力つくり推進委員会※の４者共催事業として、

市民を対象とした市内１３町対抗の運動会を実施しています。 

みんなで走ろう会 
楽しく走ることを通じて、体力づくりを実践するとともに、市民相互の連携を

深めることを目的とした事業です。 

スポーツ・食育教室 

子どもたちが運動の基本的動作を学び、スポーツを始めるきっかけづくりを促

進するために、東村山市スポーツ科学委員会が展開している事業です。 

管理栄養士への栄養相談や看護師への健康相談も実施しています。 
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ふれあい運動会 
高齢者を対象にレクリエーション要素を取り入れた運動会で、高齢者の健康づ

くり及び生きがいづくりを推進している事業です。 

市民体育大会 
（公社）東村山市体育協会に加盟している団体が行う各種大会で、広く市民の

間にスポーツを普及し、市民の体力づくりと融和を図ることを目的とします。 

 

 

資料：平成２６年度、令和元年度事務報告書 

注：令和元年度は新型コロナウィルス感染拡大防止のため、３月は中止 
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第３節 東 村 山 市 生 涯 学 習 計 画 の 点 検・評 価 

 

第２２期東村山市社会教育委員において、東村山市生涯学習計画の点検・評価を行い、基本目標ごとに

成果や課題をまとめることで、そこから見えてきた課題を踏まえ、１０年先を見据えた東村山市第２次生涯

学習計画を策定します。 

 

1. 地域教育の充実 

近年は一人暮らしや共働き世帯、ひとり親家庭の増加等に伴い、地域とのつながりが希薄化し、子ども・

若者の地域での交流や体験活動の機会も減少しています。学校・家庭・地域・行政が連携・協働して、地域資

源や人材を活かした体験活動や多様な交流の機会を増やしていくことが必要となり、地域コミュニティの

活性化・子どもたちの健全育成・市民と地域のつながりを支援していくことが課題です。 

 

 

東村山市生涯学習計画の成果と課題 

基本目標１ 学校・家庭・地域における生涯学習の展開と支援 

内 容 
「学校」「家庭」「地域」といったそれぞれの立場だけでなく、生涯を通じた学習という大

きな視点で捉えた展開と支援をしていきます。 

成 果 

多様な講座やイベントなどを実施し、豊かな人生を歩むための基礎づくりとして、学び

と体験の機会を提供することができました。 

子育て世代への情報提供は子育て情報誌「なないろぽけっと」※や「おすすめ絵本パッ

ク」を子育て関連施設に設置したり、「乳幼児への読み聞かせボランティア」を子育てひ

ろば等に派遣しました。児童・生徒には、東村山市版基礎ドリルで基礎学力の定着を図

り、「ＳＮＳ東京ノート」※やタブレット型端末による英語学習ソフト等でＩＣＴ教育の推進が

図られました。 

課 題 

多様な児童・生徒への支援や言語ボランティア※を継続的に活用して、的確な情報を提

供できる体制の整備が必要です。子どもの居場所として公共施設の館内スペースを確

保することや学校外事業を時代に合わせ変化させる必要があります。 

まとめ 
学校・家庭・地域の連携に関わる生涯学習はそれぞれの役割が大きく、幅広い年代層に

対応し、子育て支援施設などと連携することが求められます。 
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2. 多様なニーズに合わせた生涯学習の支援及び市民参加の促進 

多様化する市民ニーズや学習方法など、生涯学習のあり方も変化している中で、変化に応じた生涯学習

を推進していくためには、幅広い年齢層に合わせた学習機会を創り出し、自己実現や社会参加を図ること

が重要です。学習内容を時代のニーズに合わせ、いつでも・どこでも・だれもが学習できる機会や生涯にわ

たる学びのきっかけづくりを提供し、生涯学習を通じた市民のつながりの実現を支援することが課題です。 

 

 

東村山市生涯学習計画の成果と課題 

基本目標２  多様な生涯学習の展開と支援 

内 容 
多種多様な生涯学習の推進をこれまで社会教育行政等が担ってきましたが、改めて体系

化し、新たな展開と支援を行っていきます。 

成 果 

本市の特色を活かしたイベントや講座、展示など幅広く展開しました。 

ハンセン病資料館見学や無形民俗文化財の公開等を通じて、人権学習や伝統文化の情

報を発信するとともに、「学校給食展」「親子料理教室」等を通し、「食」について考える場

を提供したりしました。音楽活動を行う青少年に向けた「多摩六都ヤングライブフェステ

ィバル」や文化・芸術の展示やホールでの催しを行う「東村山市民文化祭」では、年々参加

団体数が増加し、活気ある事業となっています。地域においてはパラリンピックの競技種

目や多様なニュースポーツ※を体験することで地域住民の健康増進、地域コミュニティの

醸成等につながり、スポーツ実施率の向上が図られました。 

課 題 

公民館では利用者懇談会を開催し、健康増進施設では指導員のプログラム体験教室を開

催して利用促進につなげましたが、さらなる利用者増加をめざし、市民が気軽に参加で

きる事業展開と情報が行き届いていない市民への働きかけも必要です。 

また、「東村山市民文化祭」や「土曜開放事業」は、指導者の高齢化や参加団体数の減少、

後継者の育成、学校施設コミュニティ開放への代表者の負担の増加が課題です。 

さらに、小中学校で開催される道徳授業地区公開講座の意見交換会への参加が少ない

ことや災害時の外国人ボランティアに向けたマニュアルの整備が課題です。 

まとめ 
生涯学習は、多様な分野の内容が求められ、工夫した内容の展開がされているが、課題

解決に向けて、さらなる展開と支援が必要です。 
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3. 多様な主体との連携及び協働 

市民が生涯にわたり学び続けるためには、多様な学習機会の提供が必要です。そのためには、行政のみ

ならず、地域で主体的に生涯学習活動を行う個人や団体等との協働・連携体制を構築するとともに、それ

ぞれに合わせた支援を行うことで、将来にわたり充実した学習活動を図る仕組みづくりが課題です。 

 

4. 人材の発掘及び育成 

将来にわたり、継続した活動を行うためには、人材の確保や地域の担い手となる後継者の育成が不可欠

です。生涯学習の活性化を図り、市民による主体的な地域づくりを進めていくために、人材発掘及び育成

の仕組みづくりが課題です。 

 

 

東村山市生涯学習計画の成果と課題 

基本目標 3   団体・人材の発掘・育成と活用の支援 

内 容 

生涯学習社会を実現していく上で、団体や人材の発掘・育成をし、地域で活躍してもらう

ことが生涯学習の充実につながります。今後は、社会教育に関わる各種団体と人材の発

掘・育成と活動について体系化を図り、支援を行っていきます。 

成 果 

社会教育（生涯学習）事業を実施するには、市民との協働が不可欠で、地域社会への参加

意識を高める工夫をし、事業を展開しなければなりません。 

「子どもと本の人材バンク」※からの「乳幼児への読み聞かせボランティア」の派遣や地域

で活動する団体を紹介する「元気アップマップ」※を全戸配布することで、充実した人材派

遣等を行うことができました。 

課 題 

地域の青少年健全育成を図るための担い手が少ない状況であります。また、人材バンク※

の講師登録は進んでいるが、その活動を知られていないのが現状で、広く発信する仕組

みづくりが必要となります。 

まとめ 

大きく変動した社会では、社会教育振興の要である「地域」の活力が重要であります。関

係各所管との連携がさらに進む体制づくりが必要であり、地域活性化に向けて、さらな

る「社会教育事業」の推進策を検討する必要があります。 
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5. 情報発信・広報活動の充実 

生涯学習成果を広め、生涯学習事業に参加してもらうためには、多様な生涯学習の内容や団体等の情報

を市報・チラシなどの紙面及びＩＣＴを活用したホームページ等を用いて、広報活動をより充実させることが

課題です。今までの「伝える」から「伝わる」ための手段・方法をさらに検討し、市民ニーズに合った情報発信

することも課題です。 

 

6. 社会教育施設の整備 

社会教育施設は生涯学習活動の拠点として機能していますが、整備を進めてきた公共施設も老朽化が

進んでおり、施設設備や維持管理を適切に行うことや、より多くの人が施設を利用できる取組が必要です。

今後、市民が活動しやすい施設を維持していくために、市民のニーズや施設の状況を踏まえ、施設整備や維

持管理について検討することが課題です。 

 

 

東村山市生涯学習計画の成果と課題 

基本目標４  生涯学習の基盤整備 

内 容 
市民の生涯学習機会の充実を図るため、中心的な役割を担う拠点機関の整備や情報の

発信・提供のための具体的な方策を示し、その体系化を図ります。 

成 果 

生涯学習に関する情報を、市の広報紙やホームページを通じて広く発信し、分かりやすい

情報の提供に努め、市民の学習をサポートしてきました。 

公民館の「市民講座」、「自主講演事業」などで市民ニーズに合わせることで参加者も増加

しています。市と市民活動団体が協働して開催している「市民活動よろず交流会」※には、

様々な市民活動団体が参加しており、意見交換や状況共有などを通じて、市民活動の充

実が図られています。 

課 題 
公民館で行われる講座においては、提案者の意見を取り入れるなど、多彩な講座を検討

していく必要があります。また、市民が運営するサイト等との連携も重要になります。 

まとめ 
生涯学習は、社会教育施設の充実、団体活動への支援の広がり、基盤整備が具現化され

ることが必要となります。 
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第１節 東村山市第２次生涯学習計画の基本構想 
 

1．東村山市第２次生涯学習計画と東村山市第 5次総合計画との関連性 

東村山市では、令和３年に「１０年後の東村山市」のあるべき姿を展望し、市民の願いや思いを結集した

進むべき羅針盤として「東村山市第５次総合計画」を策定し、将来都市像「みどり にぎわい いろどり豊か

に 笑顔つながる 東村山」の実現に向けての3つの基本目標を掲げています。東村山市第２次生涯学習計

画は東村山市第５次総合計画を上位計画として、「だれも取り残されることなく、安心して、笑顔で支えあっ

て暮らすことができるまちをつくります。東村山市のまちの主役は一人ひとりの市民です。市民一人ひとり

が個性を活かして活躍し、いろどり豊かなまちをつくっていくための人づくり・環境づくりを進めます。」と

いう基本目標２「ひとの活力の向上」の達成に向けて本計画を推進していきます。 

 

２．東村山市第２次生涯学習計画とS D G
エスディージー

ｓ
ズ

との関連性 

ＳＤＧｓの理念が展開される背景には、ESD（Education for Sustainable Development＝持続

可能な開発のための教育）※があります。これは２００５年より２０１４年までの１０年をユネスコが SD

（Sustainable Development）、すなわち「持続可能な開発」のあり方を推進していく運動を全世界的

に展開してきたことと関連します。地球環境に関心が寄せられ、森林伐採や温室効果ガスの大量排出など

現代社会の抱える諸問題の解決に立ち向かうことなしには、持続可能な社会は実現しないというメッセー

ジがあります。この考えのすそ野をさらに広げ、「質の高い教育」がすべての人々に享受できるよう、生涯学

習の機会を促進していこうというメッセージが込められています。 

急激な社会の変化や高度情報社会の進展によって、取り残される人々が生み出されていく事態を回避し、

多様で豊かな学びや活動の充実を図る工夫を創っていくための基本的なプランの柱として「いつでも・ど

こでも・だれもが自分に合った学びができる環境づくり」をめざすことが求められます。このようなことから、

この東村山市第２次生涯学習計画を策定していきます。 

東村山市第５次総合計画の基調となるコンセプトはＳＤＧｓでもあります。したがって、東村山市第２次生

涯学習計画もまた、こうした市全体の計画やＳＤＧｓと共鳴しながら推進していきます。 

 

※ S D G
エスディージー

ｓ
ズ

とは 

 

平成２７年９月の国連サミットで採択された国際目標です。「誰一人取り残 

さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会を実現し、豊かで活力ある 

未来をつくるため、令和１２年までに達成すべき１７のゴール等で構成され 

ています。本計画でも SDGｓの達成をめざした取組を行います。 

SDGｓについては、右記から確認することができます。               ＳＤＧｓ「外務省ＨＰ」 
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ＳＤＧｓの１７のゴール 

 

 

 

本計画に対応する SDGs 

       
生涯学習の推進を通じて、第５次総合計画でもめざしているＳＤＧｓの達成に向けて、本計画に取り 

組んでいきます。 

 

 

３．東村山市第２次生涯学習計画の基本的な考え方 

東村山市第２次生涯学習計画は、東村山市第５次総合計画における基本目標２「ひとの活力の向上」と 

ＳDGs における目標４「質の高い教育をみんなに」を踏まえて『 だれもが、生涯にわたっていつでも

どこでも自分に合った学習を行い、その学びを様々な方面に広げ、学びを通じたつながりが

できる 』を基本的な考え方とします。 

そのためには、地域教育の充実・多様なニーズに合わせた生涯学習の支援及び市民参加の促進・多様な

主体との連携及び協働・人材発掘及び育成・情報発信広報活動の充実・社会教育施設の整備など諸問題解

決に向けて、市民と行政の連携・協働を深め、多様な学びや活動の交流を促進していくとともに、学校を核

とした地域との連携・協働のあり方や地域で主体的に生涯学習活動を行っている個人や団体等との連携・

協働による多世代間の交流機会促進による居場所づくり、新型コロナウィルス感染症拡大による新しい生

活様式を見据え、ＩＣＴ等を活用した新しいつながりや学習機会を提供し、その学びを地域に広げ、人と人・

人と地域のつながりづくりを踏まえて、学習の成果を地域に活かすことで豊かなまちづくりへ発展させる

ことをめざします。 
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第２節 東村山市第 2次生涯学習計画の基本目標 

 

市民のだれもが生涯学習を行うことができる環境づくりに努め、また、学びを中心とした人々のつなが

りを推進するため、前回の東村山市生涯学習の基本目標を踏襲し、東村山市生涯学習計画の課題を踏まえ

た施策・事業の展開を図ります。 

 

 

基本目標１：学校・家庭・地域の連携における生涯学習の展開と支援 

生涯を通じて、豊かな人生を送るためには、子ども（乳幼児～若者）の頃から多様な学習や体験活動

が重要となり、子どもの健全育成のために学校・家庭・地域が連携して、学習・教育が地域全体で行われ

る環境づくりをめざします。 

基本目標２：多様な生涯学習の展開と支援 

市民が生涯学習を展開していくためには、多様な分野における学習支援が必要となり、市民が生涯

にわたり、いつでも・どこでも・だれもが学べるような生涯学習の場と機会の拡充に努めます。 

基本目標３：団体・人材の発掘・育成と活用の支援 

生涯学習を推進していくためには、自主的な生涯学習を行う団体や人材の発掘は重要であり、市民

や団体が生涯学習活動に参加し、活躍できる地域の人材発掘に向けた支援を行います。また、様々な活

動をする上で連携・協働ができる体制をサポートします。 

基本目標４：生涯学習の基盤整備 

市民一人ひとりが学習活動を活発に行うために、生涯学習の情報をいつでも入手できるようにする

とともに、生涯学習活動が充実するよう場所の整備や活動の支援を積極的に行います。 
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第３節 東村山市第２次生涯学習計画における施策の体系化 

基本目標１ 

学校・家庭・地域の連携における生涯学習の展開と支援 

 

施策 

 

１－１ 親と子が共に育つ環境整備 

１－２ 子どもたちの質の高い自由な学びの場の充実 

１－３ 子どもの学校外活動の充実 

１－４ 若者の学びと活動の支援の推進 

基本目標２ 

多様な生涯学習の展開と支援 

 

 

施策 

２－１ 健康づくりにつながる学習機会の充実 

２－２ 人権を理解する学習の推進 

２－３ 共生社会の実現に向けた学習の推進 

２－4 危機管理学習の推進 

２－5 多様な課題に応じた学習機会の充実 

基本目標３ 

団体・人材の発掘・育成と活用の支援 

 

施策 

 

３－１ 地域で活躍する団体の育成と支援 

３－２ 地域を活性化するためのリーダー養成 

３－３ 地域を担う人材の育成 

３－４ 学びの成果を活かす機会の充実 

基本目標４ 

生涯学習の基盤整備 

 

施策 

 

４－１ 社会教育施設の活用と整備 

４－２ 関連施設の活用と整備 

４－３ 情報の発信とＩＣＴ活用による学習の推進 

４－４ 生涯学習を支援する職員の力量を高める機会の充実 
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第4節 東村山市第２次生涯学習計画における施策の展開 

 

２ 現状を踏まえた課題 

① 共働き世帯の増加や地域コミュニティの衰退などから、個々の家庭における子育ての困難さが大

きな課題です。また、かつては、放課後の子どもは、学校とは異なった世界を地域で見出し、子ど

もを育てる地域の教育力もありましたが、放課後の子どもたちが安心して生き生きと過ごす空間

が乏しくなっており、地域の教育力が衰退している現状があります。そのような中で、子育てしな

がら、働きながらでも生涯学習ができる機会や、親と子への生涯学習の情報提供や多様な講座の

開催により地域とのつながりができる機会が求められています。 

 

② 良質な絵本や紙芝居などを収集し、地域の子どもたちへの絵本コーナーを整備しています。また、

「子どもと本の人材バンク」から乳幼児への読み聞かせボランティアを子育てひろば等、乳幼児や

親と子が集う場所に派遣し、親と子を対象とした読み聞かせを実施しています。こうした取組によ

って、保護者や子どもに絵本の楽しさや大切さを伝え、「子育て中にたくさん絵本と出会えるま

ち」づくり※を進めていますが、ボランティアの確保や育成が求められています。 

 

③ 子育て期間中の保護者の期待に応えるために、様々な施設・機関において、親と子への生涯学習

事業のニーズに応える社会教育事業を進めることが課題です。 

 

３ 施策の方向性 

① 学校・家庭・地域が連携を図りながら、親と子が安心できる居場所や学習の機会を積極的に創り

出していくため、子育てしながら、働きながらでも参加できる講座や居場所づくりを検討します。 

 

② 図書館だけではなく、子ども関連施設への特別貸出やおすすめ絵本パックの設置で親と子で絵本

などに触れる機会の提供や親と子で楽しむことができるおはなし会や読み聞かせを充実させると

ともに、「子どもと本の人材バンク」の充実を図り、乳幼児の読み聞かせを行うボランティアを継続

的に派遣する体制づくりと研修等による質の向上を図り、親と子の交流機会を提供します。 

 

③ 市民の生活様式に応じた事業のテーマや手法を検討し、社会教育施設や子ども関連施設を通じ

て、親と子で楽しむ事業を充実させ、親と子との交流機会を提供します。 

【施策１】 親と子が共に育つ環境整備 

１ めざす姿 

学校・家庭・地域が連携を図りながら、地域の中で子どもを育む環境 

を整備し、親と子が安心できる居場所や学習の機会を積極的に創り出 

し、地域の子どもとして成長していくことをめざします。 

基本目標１ 学校・家庭・地域の連携における生涯学習の展開と支援 
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基本目標１ 学校・家庭・地域の連携における生涯学習の展開と支援 

 

２ 現状を踏まえた課題 

① 近年、子どもたちは多忙な生活を送っており、時間・空間・仲間といった「三間」が、ますます乏しく

なり、ゆとりある生活が困難となっています。支援を必要とする子どもたちの地域での自由な活

動の場を確保する取組が進んでいますが、個々の子どもに見合った学びの場が求められています。 

 

② 放課後における安心安全な居場所づくりが求められている中で、学校生活とは異なった文化・ス

ポーツ活動に親しみ、放課後の居場所として活用する場所の確保や運営を担う人材の確保が必要

です。そのためにも、子ども関連事業の拡充を進めるとともに、子どもたちにとって社会教育施設

が安心安全な居場所や自主的な学習の場として機能することが求められています。 

 

③ 外国にルーツのある児童・生徒が学校等の諸活動を円滑に行えるようサポートする言語指導ボラ

ンティアを市立小中学校に派遣し、日本語の学習機会などの支援制度の整備を進めています。よ

りきめ細かいサポートをしていくためには、言語指導ボランティアが経験を積むことが必要となり

ますが、申請数により、ボランティア経験を積むことができないことが課題です。 

 

３ 施策の方向性 

① 地域には、さまざまな公共空間が整備され、地域で積極的に生涯学習を進める市民団体等の活

動が広がっています。こうした地域社会が持っている資源を活用することにより、子どもたちの放

課後に豊かな学びの場を多面的に作り出すことができるよう働きかけていきます。 

 

② 社会教育施設が子どもにとっての居場所となり、だれでも気軽に学ぶことができるように、各施

設の特性を活かし、学びのスペースを拡大します。また、地域の子どもたちにとって、家庭や学校

とは異なった自由な学びの場として、他者との交流や体験活動が提供されるよう、学校や地域と

連携を図り、子どもたちの地域における多様な活動場所の確保に努め、地域コーディネーター※を

中心に資格や知識を持った人材を確保することで、幅広い学習・体験の機会を提供します。 

 

③ 外国にルーツのある児童・生徒へ日本語適応指導をする言語指導ボランティアを派遣し、児童・生

徒が安心して学校生活を送ることのできる支援を継続し、言語指導ボランティアの経験向上を図

ります。 

【施策２】 子どもたちの質の高い自由な学びの場の充実 

１ めざす姿 

子どもの特性に応じて地域で学ぶ機会が多様に提供され、自由な学 

びの場が実感され、子ども自身が地域で学ぶことの楽しさ、集うことの 

すばらしさを実感できる場をめざします。 
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基本目標１ 学校・家庭・地域の連携における生涯学習の展開と支援 

 

２ 現状を踏まえた課題 

① 子どもの学びとして、地域での体験活動や多世代・異年齢交流は、豊かな人間性を育む上で重要

です。しかしながら、近年は地域のつながりが希薄化し、子どもたちの地域での交流機会や体験活

動の機会が減少していることが課題です。 

 

② 祭囃子やしめ縄づくり等を実演する出前授業をはじめ、ふるさと歴史館を活用した社会科見学、

こども縄文塾や子どものはたおり体験、郷土食づくりといった暮らし体験、自然工作・昆虫観察会

など、多種多様な活動を展開していますが、親しみやすい普及啓発に取り組み、かつ歴史や伝統

文化を後世に継承させていくことが課題です。 

 

③ 第４次東村山市子ども読書活動推進計画に基づき、子どもが自主的に読書に向かい合うことが

できるように、読書の楽しさ・大切さを伝え、よりよく生きていく力を育てる取組を進めています。

さらなる読書活動を推進するために、一層、子ども関連施設や学校との連携を図っていくことが

課題です。 

 

３ 施策の方向性 

① 子どもたちの健全育成や地域への参画の意識を醸成するため、関係団体や地域との連携を図り、

多様な体験活動や地域との交流機会を展開し、子どものニーズに合わせた多様な体験活動を実

施していく取組を推進します。 

 

② 学校の学習支援事業を通じて、子どもたちが地域の歴史や文化を知ることができる機会を提供

するほか、社会教育の場での暮らし体験、自然体験、あるいは異年齢の人たちとの交流の中で、地

域の歴史や文化を知ることで、地域に対する関心や愛着を持てるよう働きかけ、豊かな人間性を

育む取組を推進します。 

 

③ 良質な本や紙芝居等を収集し読み聞かせなどで読書への動機づけを図り、調べるための本を充

実させ、調べ学習などを支援します。 

【施策３】 子どもの学校外活動の充実 

１ めざす姿 

地域の社会資源※を活用することによって、子どもの豊かな学びの場を 

提供できるよう働きかけ、それによって生活体験、自然体験、あるいは 

異年齢集団の活動を創り出し、豊かな人間性を育むことをめざします。 
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基本目標１ 学校・家庭・地域の連携における生涯学習の展開と支援 

 

２ 現状を踏まえた課題 

① めまぐるしく変化する高度情報化の時代の中で、多岐にわたる要因により、困難を抱える若者が

増大していく中で、悩みごとなどを気軽に相談できる窓口や情報を広く周知し、支援を必要とす

る若者にアプローチすることが課題です。 

 

② 若者の地域活動への参加の促進により、地域や社会とつながることができる場や機会の充実に

取り組み、地域が一体となって課題解決に向けた支援体制を確立することが課題です。 

 

③ 若者の社会的自立を促進する活動を進め、若者が地域の活性化の一翼を担うことにより、活力あ

る東村山市の地域づくりを推進することが課題です。 

 

３ 施策の方向性 

① 支援を必要とする若者に対して、東京都やＮＰＯ団体等、関係機関と情報共有を図ることで、関係

する機関との連携を通じて、気軽に相談できる環境の充実など、当事者に寄り添った支援を行い

ます。 

 

② 地域が一体となって、若者の力を活かせるよう、関係機関と連携し、多様な支援の充実を図りま

す。また、地域における「居場所」づくりを進め、地域に関わるきっかけづくりができる取組を推進

します。 

 

③ 若者が力を発揮する環境づくりに向け、社会教育行政・施設などをはじめとする、多方面から地

域に関わるシステムを構築することで、若者が市に愛着を持ち、地域づくりの主体として活動する

活力のある地域づくりをめざします。 

 

 

 

【施策４】 若者の学びと活動の支援の推進 

１ めざす姿 

若い人たちの教育・労働・余暇のあり方を地域全体でサポートする体 

制に取り組み、それぞれの人生において豊かな社会生活を築き上げる 

学びの場を創り出すため、関係機関とも連携協力を深め、地域全体で 

支援することをめざします。 
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基本目標２ 多様な生涯学習の展開と支援 

 

２ 現状を踏まえた課題 

① 健康寿命の延伸、健康格差の縮小、一人暮らし高齢者の増大など、多様な健康課題に対して、ライ

フステージに応じた健康相談や健康学習、講演会等を実施しています。健康や栄養に関する意識

啓発や学ぶ機会を提供するなど、それぞれのライフステージごとの健康課題へ横断的に取り組み、

「健康に生きる」ことをめざした取組を展開することが課題です。 

 

② だれもが気軽にスポーツや運動に取り組むことができる機会を提供するため、関係機関と連携し、

子どもから高齢者までの様々な世代に応じたスポーツ教室を展開しています。今後については、

健康寿命の延伸を目的とし、市民が継続的にスポーツや運動に取り組めるような機会の提供や子

どもの体力向上をめざし、スポーツや運動に取り組みやすい環境を提供することが課題です。 

 

３ 施策の方向性 

① 地域保健計画に基づき、市民一人ひとりが自らのライフステージに応じた健康課題について取り

組む契機となる情報を多様な手法により提供します。また健康に生きる意欲を喚起するために、

個々の健康課題について相談や学ぶことができる場を提供し、市民一人ひとりの健康課題に向け

た取組を行います。 

 

② だれもがスポーツや運動に取り組みやすい機会を提供し、スポーツを通じた健康・体力づくりの推

進を図るとともに、スポーツに対する市民の意識の向上をめざします。 

 

 

 

【施策１】 健康づくりにつながる学習機会の充実 

１ めざす姿 

長寿社会になり健康志向が高まる中で、いくつになっても豊かに生 

きていくために、個々のライフスタイルに応じた健康学習の機会を創り 

出し、だれもが健やかに生きることをめざします。 
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基本目標２ 多様な生涯学習の展開と支援 

 

２ 現状を踏まえた課題 

① 子どもの権利条約※の趣旨は子ども、保護者、地域、教職員が理解できるよう、「いのちとこころの

教育週間のリーフレット」に記載しています。しかしながら、その内容が十分に周知されていないこ

とが課題です。また、子どもが意見を表明する機会が求められており、生徒会サミットなどのあり

方を工夫し、互いに意見を表明する機会を提供することが課題です。 

 

② 子どもに主体性を身につけさせるためには、学びに対する意欲を喚起するとともに、自己有用感

※を高めつつ、社会において自身が価値ある存在であることを認識するための教育活動を展開す

ることが必要となります。また、地域の一員として、自ら貢献するための意欲を喚起して、主体性

を身につけさせることが課題です。 

 

③ 現在の社会状況において、人権問題は多様化・複雑化しており、それらに対応した相談体制・人権

啓発の充実が求められています。多磨全生園のある自治体として、「いのちとこころの人権の森宣

言」※に基づき、ハンセン病に関わる普及啓発事業を実施しています。人権啓発を推進していく人

材の確保や、老若男女を問わず一人でも多くの方にハンセン病を契機として人権問題に興味を持

っていただくとともに、普及啓発事業に参加してもらうことなどが課題です。 

 

３ 施策の方向性 

① 子ども、保護者、地域、教職員が子どもの権利条約の趣旨を理解するために、その内容を生かした

学校教育や社会教育を推進します。 

 

② 学校と地域の協働活動を通じ、子どもが地域の一員として多様な活動ができるなど、子どもにと

って地域が居場所となる取組を推進します。 

 

③ 今後ますます多様化する人権課題に対応していくために、関係機関との連携を通じ、人権問題の

啓発活動や相談体制の強化に取り組みます。「人権の森」構想の実現に向け、既存の普及啓発活

動を実施していくとともに、他者の人権を理解しあえることができ、だれもが参加しやすいような

普及啓発事業のあり方を検討し、市民の人権意識の醸成を図る取組を推進します。 

【施策２】 人権を理解する学習の推進 

１ めざす姿 

基本的人権が尊重され、ともに差別なく平等に生きていくために、人 

権に対する理解・啓発活動を推進し、だれもが他者の人権を理解し、尊 

重しあえる学習機会を創り出すことをめざします。 
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基本目標２ 多様な生涯学習の展開と支援 

 

２ 現状を踏まえた課題 

① 「多様な性」に対する社会的な理解は十分とは言えず、特に自分の性について意識する第二次性

徴期以降、「性自認」※や「性的指向」※に悩む人の多くが自殺念慮を抱きやすいと言われており、

「多様な性」について、教育現場等で早期から理解促進を図ることが課題です。 

 

② 性別に基づく固定的な役割分担意識や偏見は、すべての人の生き方を狭め、生きづらくしていま

す。またそういった誤った意識が、ＤＶ※などを生み出す温床にもなっています。だれもが生き生き

と輝ける「男女共同参画社会」をめざすために、あらゆる機会での啓発促進を図ることが課題です。 

 

③ 障害のあるかたへの理解を深める事業や市報等を通じた啓発活動を行っており、引き続き障害

のあるかたへの理解啓発を促進する必要があります。また、障害のあるかたが地域で活動できる

機会の提供が求められますが、余暇活動の多様化による知的障害者青年学級事業への参加者の

減少や指導する人材の確保が課題です。 

 

④ 日本人と外国人が互いの文化・習慣を理解・尊重し、共に支え合うという多文化共生の理念を実

際の地域社会の中で活かしていけるような意識啓発が必要です。特に災害時においては地域で

の助け合いが重要となり、より一層、多文化共生推進の啓発が課題です。 

 

⑤ 視覚障害者向けに対面朗読や録音図書の貸出などのサービスや外国につながるかたや関心のあ

るかたに向け、外国語の本や日本語を学ぶ本を収集し、提供しています。様々な理由により読書

に支援が必要な方々に対し、ニーズに合わせた多様な資料収集や読書補助ツールの案内などを

整備することが課題です。 

 

 

 

 

 

 

【施策３】 共生社会の実現に向けた学習の推進 

１ めざす姿 

「共に生きる」ことを大切にし、障害の有無や国籍・性別の違いに関わ 

らず、だれもが互いを認め、尊重し合える共生社会実現のための事業や 

交流の場づくりなどをめざします。  
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３ 施策の方向性 

① 性に悩む当事者、その友人、家族、学校関係者等に向けて、「多様な性」について学べる機会を提

供し理解促進を図るほか、ホームページやＳＮＳ等を活用した情報発信を行います。 

 

② 性別に基づく固定的な役割分担意識や偏見の解消を目的とした内容の各種講座の開催や、情報

誌の発行を行うほか、若年層からの早期啓発を目的に、市内中学校・高等学校に向けて、お互い

を大切にする関係を学ぶ「デートＤＶ防止講座」を開催します。また、働く意欲を持つ女性に向けて、

東京都や関係機関との連携を強化し、就労支援事業に関する情報提供や相談などを行います。 

 

③ 障害のあるかたの障害特性を理解してもらうため、様々な機会を通じた広報・啓発活動を行って

いきます。また、障害のあるかたの地域参画やニーズ等を把握し、自立・社会参加を推し進めるた

め、関係機関との連携を図り、生涯学習の機会を継続的に提供することやだれもが共に学べる共

生社会の実現をめざします。 

 

④ 多文化共生推進をテーマにした市民向け講座の実施、やさしい日本語の普及のほか、災害時支援

や外国につながる子どもたちへの日本語教育支援のための人材育成を図ります。 

 

⑤ 多様な利用者に対応できるようデイジー（デジタル録音図書）※やＬＬブック（やさしく読める本）※

大きな活字の本、外国語の本などを収集し、ＰＲを進め活用されるよう努めます。 
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基本目標２ 多様な生涯学習の展開と支援 

 

２ 現状を踏まえた課題 

① 市民が参加できる各種訓練の実施や防災に関する情報発信を行っているが、参加者の年齢層に

偏りがあり、市民全体に対して防災意識を高める啓発の機会が少ないことが課題です。 

 

② 市内では、「特殊詐欺」※被害等の犯罪が高齢者のみならず多発しており、多様な防犯に関する情

報提供や学習機会を提供するための研究が必要となります。しかしながら、地域のつながりが希

薄化し、市が発信している情報も十分に行き届いていないことが課題です。 

 

③ 幼稚園、保育園、小学校、中学校の教育において、警察署と連携し、交通安全教室を実施すること

によって子どもの交通安全に対する学習機会を提供しています。また、新聞の折り込チラシや市

報の活用と街頭における広報啓発活動、交通安全協会と連携した交通安全講習会を実施し地域

に根差した交通安全の情報提供を実施しています。今後、交通事故を無くしていくため、このよう

な断続的な活動と家庭内における継続的な交通安全意識を高める学習機会を提供することが課

題です。 

 

３ 施策の方向性 

① より多くの市民に対して、防災に関する情報を提供するために、各地域や各学校において各種訓

練や防災講話などの実施に加え、多様な方法で情報発信を行い、市民の防災意識を高める啓発

活動を推進します。 

 

② 市民の防犯意識を醸成していくために、犯罪動向・性質を注視していきながら、関係機関と連携し、

年齢層に合わせた情報発信を行います。 

 

③ 交通安全教室、交通安全講習会、交通安全イベント等の交通安全教育を行うとともに、家庭内に

おいては保護者等が中心となって交通安全についての話し合いが行われるよう交通安全のチラ

シや市報・ＳＮＳ等で情報提供し、継続的な交通安全教育が図られることで地域全体の交通安全意

識を高めていきます。 

【施策 4】 危機管理学習の推進 

１ めざす姿 

地震、その他の自然災害等の社会的課題に対応するため、地域社会の 

関係性を創り出す事業を推進し、市民相互の助け合いと、市民一人ひと 

りの防災・防犯・安全の意識向上を図り、安全・安心な地域社会づくりの 

事業をめざします。 
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基本目標２ 多様な生涯学習の展開と支援 

 

２ 現状を踏まえた課題 

① 市民のだれもが生涯学習活動を推進できるように、多様化する市民ニーズに応じた事業展開を

図っていますが、市民講座では若年層の参加が少ないことが課題です。今後は公募している市民

講座の学習テーマに若年層向けの講座を増やすなど、若年層が参加できる取組が求められてい

ます。 

 

② 各館で時機に合わせた本の展示を行ったり、一般向けに毎月新着リストの発行をしています。中

央図書館には調査相談専用カウンターを設けているほか、自分で情報を調べたり、商用データベ

ースが利用できるパソコンを設置していますが、より多くの市民への利用促進が課題です。 

 

③ 貴重な歴史や伝統、文化に関する常設展示及び企画展示、各種講座や体験学習事業を実施して

いますが、利用者の減少や、設備の老朽化が問題となっています。市の歴史や伝統、文化を次世

代へ継承していくための拠点整備や各種事業の取組の充実が課題です。 

 

④ スポーツセンターでは、運動やスポーツを気軽に楽しむことができる施設として、多くの市民に利

用されています。また、各町には体力つくり推進委員会が設置され、地域ごとにそれぞれ特色の

ある事業を展開しており、市民が地域で運動やスポーツに取り組める機会を提供しています。 

その一方で、公共施設の老朽化や各種スポーツ団体の担い手不足、個人スポーツへの志向の高ま

りによる地域スポーツへの参加者減少傾向などが課題です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策 5】 多様な課題に応じた学習機会の充実 

１ めざす姿 

地域資源を活用し、スポーツ・歴史・文化・読書など多岐にわたる生涯 

学習を通じて、市民文化の形成や生涯スポーツに親しめる事業をめざし 

ます。 
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３ 施策の方向性 

① 若年層から高齢者層までの幅広い年齢層の多様なニーズを反映できるように、公募による市民

講座ボランティアと協働で積極的に推進し、だれもが自分に合った学びができる機会を増やして

いきます。 

 

② 利用者のニーズに合わせた本の展示や事業の開催等を工夫します。また、利用者が主体的に調べ、

学ぶことができる支援への取組を推進します。 

 

③ 常に歴史や文化を見ることができる常設展示及び時代やニーズに合わせた企画展示のさらなる

充実を図るとともに、文化財を広めるための講座や市の歴史や文化を深く理解できる各種講座

の取組を推進します。 

 

④ より身近な環境でだれもがスポーツを楽しむことができる公共施設のあり方をめざします。また、

地域スポーツを活性化させるために、既存事業の見直しやスポーツを支える人材育成や発掘等を

行い、市民ニーズに合うスポーツ事業を推進します。 

 

 

 

 

 



 

- 43 - 

 

基本目標３ 団体・人材の発掘・育成と活用の支援 

 

２ 現状を踏まえた課題 

① 新しく活動する団体に対しては、活動場所の優先的確保や団体の PR活動の促進などで団体の立

ち上げ時におけるサポートを実施しています。その中で、団体役員になる人が少なく、それぞれの

団体がより活動を充実させるために、担い手の育成をはじめとした適切な支援をしていくことが

求められています。 

 

② 青少年活動団体や生涯学習の推進に関わる団体・サークル・グループは多く存在しています。しか

しながら、メンバーのニーズの多様化に関連して、活動内容を円滑に行うことができるように、活

動内容や状況に応じた支援を行うことが求められています。 

 

③ 青少年活動団体や生涯学習の推進に関わる団体・サークル・グループの中には、メンバーの高齢

化により十分な活動を行うことができないなどの状況が生まれてきています。それら諸課題に対

して、活発な活動を実施できるよう、市報やホームページ、各施設におけるＰＲ活動などの支援を

行っていますが、さらに一層人材を確保することが課題です。 

 

３ 施策の方向性 

① 時代のニーズに合わせた団体ごとに必要な支援を行っていき、生涯学習を推進する団体の発展

を支援するために、団体の状況に応じて、きめ細かな支援策を推進します。 

 

② 地域における生涯学習活動を活性化させるために、活動団体の目的が達成されるよう、団体と連

携し、個々のニーズに合わせた活動を行う上での課題・問題を共有し、円滑に活動が実施できる

よう支援を行います。 

 

③ 各団体や市民の活動に応じて、適切なタイミングや方法で市民に広く周知活動を行います。学び

による地域交流の促進などの生涯学習の利点についての啓発活動や生涯学習を行う重要性を学

ぶ機会の充実を図ることや研修等の学習機会や成果発表の場を設けるなどの支援を行います。 

【施策１】 地域で活躍する団体の育成と支援 

１ めざす姿 

地域で活躍する市民の学習・文化・スポーツのサークル・グループ・団 

体は、地域の生涯学習の振興や地域課題の解決へとつながる活動の一 

翼を担っていることから、それらの活動がさらに充実・発展することを 

めざします。 

。 
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基本目標３ 団体・人材の発掘・育成と活用の支援 

 

２ 現状を踏まえた課題 

① 子どもの頃から地域で繰り広げられている多様な体験活動等を通じて、地域に親しみ、地域の活

動を支え、その経験からの学びを次世代につなげていくことによって、地域の人材が育成されて

います。その意味では、青少年の地域活動を幅広く展開することが、リーダー養成に関係している

ことが読み取れ、そのような機会を提供していくことが求められています。 

 

② 地域のために活動している団体や生涯学習を推進するために活動している団体は、活動の中心と

なっている人材の固定化・高齢化によって、地域を担う人材や様々な技術を教える人材の不足が

課題です。また、より多くの市民に生涯学習を推進していくためには、生涯学習活動と活動する人

材をつなぐ役割を果たせる人材を育てるため、地域が一体となり、生涯学習を推進することが求

められています。 

 

３ 施策の方向性 

① 地域の担い手を育成するためには、幼稚園・保育園・小・中・高等学校と連携を図り、園児・児童・

生徒の地域行事等への参加を促し、子どもの頃から多様な体験活動を経験できる機会を提供し、

その経験から得た学びを次世代に伝える取組を推進します。 

 

② 地域において、多様な活動に参加できるよう、持続可能な活動を推進するためには、地域の担い

手となる人材の発掘だけではなく、活動と人材をつなぐ役割を果たせる人材の育成や、地域で活

動する人材の発掘・育成への外部人材等の活用も検討しながら、地域においてさらなる地域活

動・生涯学習を推進します。 

 

 

 

 

 

 

【施策２】 地域を活性化するためのリーダー養成 

１ めざす姿 

地域活動や生涯学習を推進するリーダーや地域等の次世代を担うリ 

ーダーを養成する事業を推進し、それによって、地域の原動力を高める 

担い手づくりをめざします。 
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基本目標３ 団体・人材の発掘・育成と活用の支援 

 

２ 現状を踏まえた課題 

① 地域には様々な知識や経験を持った人や自身が得た学びを地域のために役立てたいと考えてい

る人は少なくありません。しかしながら、持っている知識や経験から得た学びやノウハウをどのよ

うに地域に還元できるか、活動する場所や機会を見つけることができず、学びを活かしきれてい

ないことが課題です。 

 

② 市内には様々な目的で生涯学習を行っている団体や市民がおり、社会教育事業を実施するため

には、多くの団体との連携・協働と地域人材の活躍が必要となります。しかし、生涯学習を行う団

体や社会教育事業においての担い手不足が課題です。 

 

③ 生涯学習活動に参加するきっかけや、自分に合った学びの機会を探すことができず、生涯学習が

できない市民に対し、生涯学習に参加するきっかけづくりを提供し、地域全体で生涯学習を推進

してくことが課題です。そのためにも、地域参加の機会を幅広く創り出すことが課題です。 

 

３ 施策の方向性 

① いつでもどこでも自分に合った活動ができるように、多様な事業等を通じて地域の人たちが活躍

できる機会を創り出し、活躍の場の拡充をめざします。また、その活動の場に多くの人が集まるよ

うに、人材登録制度等を活用して地域人材に関する情報を集約していくなどして、より多くの活

動ができる機会を提供します。 

 

② 学校施設コミュニティ推進委員会※や青少年対策地区委員会など、学校と地域で活躍してきた団

体や人材とさらなる連携・協働を図るとともに、学校運営協議会制度※の導入により、市内小・中

学校に地域コーディネーターを配置して、活動団体における多種多様な知識や資格を持つ人材の

発掘に努め、学校を核とした地域コミュニティを確立させ、子どもから高齢者と多世代にわたる居

場所づくりや多世代間のつながりづくりを通じて、地域人材の活動の場と機会を提供します。 

 

③ 生涯学習に参加することができない人たちの現状やニーズを把握し、気軽に参加することができ

る学習機会や個々のライフスタイル・ライフステージに合わせた生涯学習の機会を提供します。 

【施策３】 地域を担う人材の育成 

１ めざす姿 

持続可能な社会の形成をめざしながら、地域の人々の交流をさらに 

充実・展開していくために、生涯学習事業の運営への市民の参画・協働 

を推進し、きめ細かな工夫を凝らした人材育成事業をめざします。 
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基本目標３ 団体・人材の発掘・育成と活用の支援 

 

２ 現状を踏まえた課題 

① 年齢を問わず、市民のだれもが自身が得た学びの成果を発表することができる機会を提供して

います。そうした活動の発表の場が広がることにより、地域の学習・文化・スポーツ活動の広がり

が多くの市民に認知される工夫も必要になっています。しかしながら、参加者が固定化し、新しい

学びが生まれにくかったり、学びが広がりにくかったりすることが課題です。 

 

② 多様な講座等を受講し得た学びをより深めていくために、学びを共有できる団体等に加入する、

新しい団体・組織が発足されることで、多方面に学びを広げる取組がなされています。こうした

「学びの循環」を一層促進するための機会をより多く提供することが課題です。 

 

３ 施策の方向性 

① 個々の人々が得た学習成果を発表できる機会の提供を積極的に図り、その場に多くの人が来場

できるようにすることをめざします。そのためにも、従来の周知の方法にとどまらず、ＩＣＴ活用を

含めた新しいＰＲ手法を活用しながら、学びのきっかけづくりを図ります。 

 

② １つの学びからより学びたいという学びの循環を生み出していくために、活動場所の確保や指導

する講師の選定など団体として活動できるための支援を積極的に行います。また、自立した活動

が行えるような支援や、イベント等に参加した人や新しく学びを始めようとしている人に学びの場

が提供できる仕組みづくりや、個人・小さなグループが活動を広げられるような仕組みを構築し

ます。 

 

 

 

 

【施策４】 学びの成果を活かす機会の充実 

１ めざす姿 

親しみのある豊かなまちづくりにつながるよう、個々の学びが社会や 

地域での活動に活かされ、ネットワークが生まれ、人と人との交流が新た 

な学びにつながり、学習成果が循環していく学びをめざします。 

。 
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基本目標４ 生涯学習の基盤整備 

 

２ 現状を踏まえた課題 

① 個人の学習スペースやグループ学習ができる場の確保や施設に訪れることができない人たちに

対する学習機会の提供が求められています。また、施設の老朽化に伴い、施設の機能を維持する

ための管理が課題です。 

 

② 多様化する市民ニーズに合わせて、バリアフリー化※・ユニバーサルデザイン※を活用し、いつでも・

だれもが利用しやすい施設の環境整備が課題です。 

 

③ 社会教育は、市民向けに様々な生涯学習事業を展開し、市民の居場所としても機能することか

ら、多彩な事業を市民に届ける工夫を進め、市民のニーズに応える事業を展開するため、事業実

施や運営にあたっては、より一層の市民参加を促す取組を推進することが課題です。 

 

３ 施策の方向性 

① 施設の状況に応じた計画的な維持管理を続けるとともに、空きスペースを有効活用することや 

ＩＣＴの活用などによって、多様なニーズに合わせた学習機会やサービスの拡充など、今後求めら

れる施設の役割を整理し、東村山市公共施設再生計画に則り、社会教育施設のあり方について

検討します。 

 

② 個々の施設に求められている機能や役割、利便性向上を考慮し、だれもが気軽に施設を利用し学

べる環境整備を進めます。 

 

③ 社会教育施設をはじめ、公共施設において、市民が気軽に立ち寄り、居場所としての機能や交流

機能を高めて、身近な親しみのある施設像を探求し、地域コミュニティ活動を活発にしていくため

に、施設の役割を高め、その運営のあり方や事業の工夫をして施設利用の拡充を促進する取組を

進めます。 

 

 

【施策１】 社会教育施設の活用と整備 

１ めざす姿 

公民館をはじめとした社会教育施設は、生涯学習を行うきっかけづく 

りの場として、多様な市民ニーズに応じた生涯学習を展開するための機 

能の充実と市民に開かれた運営に心がけ、市民に向けた多くの学びの場 

となることをめざします。 

。 
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基本目標４ 生涯学習の基盤整備 

 

２ 現状を踏まえた課題 

① 小中学校の校庭・体育館・教室を利用するために、「学校施設コミュニティ開放推進委員会」を設置

し、地域の参画を得て、生涯学習の場を提供しています。学校によっては登録団体数が多くなり、

安定した活動場所の確保が難しいことや、使用施設の調整を担う学校施設コミュニティ開放推進

委員会委員の固定化・高齢化に伴う担い手不足及び人材の確保が課題です。 

 

② 市内にある公共施設は地域に根差した施設として、地域コミュニティの醸成や市民の交流の場と

して利用されています。より多くの市民が身近な場所で多様な生涯学習を行うことができるよう

に、サービスの複合化や集約化を行い、より多くの方に利用してもらえる施設にしていくことが求

められています。しかし、施設の多くは老朽化が進んでいることが課題です。 

 

３ 施策の方向性 

① 生涯学習を行う環境の充実を図るため、地域の小・中学校等の施設をより有効活用していくこと

や、学校施設の利用における利用団体の意識啓発を図るなど、学校と地域の調整がより円滑に進

むように支援を行います。 

 

② 東村山市公共施設再生計画に則り、整備を進めるにあたっては、市民のだれもが多岐にわたり、

利用しやすく、地域コミュニティや生涯学習を通して社会参加することができる拠点となるような

施設のあり方を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策２】 関連施設の活用と整備 

１ めざす姿 

地域に根差した公共施設を学びの機会づくりとしての社会資源として 

活用し、市民が気軽に集い、つながり、学びのきっかけづくりの場として、 

地域やくらしと結びついた学習活動をめざします。 

。 
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基本目標４ 生涯学習の基盤整備 

 

２ 現状を踏まえた課題 

① だれもが気軽に生涯学習の情報を手に入れられることが求められており、各関係機関で様々な学

習機会を提供し、その情報の発信について社会教育施設や市報・ホームページ等を活用したり、活

動団体等が自ら広報し、情報発信を行っていますが、その情報が多くの市民に周知されておらず、

生涯学習に参加するきっかけづくりにつながっていないことが課題です。 

 

② 新型コロナウィルス感染症拡大に伴い、人が集まる企画や事業が制限される中、新しい学習やつ

ながりづくりの機会を創り出し、いつでも・どこでも・だれもが学習に参加できる機会を提供して

いくことが求められています。また、気軽に学習に参加できるようにＩＣＴを活用した多様な学習

方法がありますが、そのような機会が少ないことが課題です。 

 

３ 施策の方向性 

① ＩＣＴなどを含めた様々な媒体を活用して生涯学習情報を提供し、いつでも・どこでも・だれもが生

涯学習に触れることができる環境の整備を進めます。 

 

② 東村山スマートスクール構想※により、学校施設の情報インフラ整備を進め、地域の拠点として横

断的に活用をするにあたっての諸課題の解決に向け検討を図ります。また、学びのきっかけづく

りの提供や新型コロナウィルス感染症拡大に伴うＩＣＴを活用した学習機会やその学習を通じたつ

ながりづくりの機会を提供するなど、幅広い世代が気軽に学習に参加ができる学習環境を検討し

ます。 

 

    

 

 

 

 

 

 

【施策３】 情報の発信と ICT活用による学習の推進 

１ めざす姿 

広報活動を充実させて社会教育施設の発信力を高めるため、生涯学 

習情報を ICTなど様々な方法で発信し、いつでも・どこでも・だれもが 

生涯学習に触れることができる環境の整備をめざします。 
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基本目標４ 生涯学習の基盤整備 

 

２ 現状を踏まえた課題 

① 学びが多様化し、情報量もますます増えていく中で、職員のスキルアップのために、資料サービス

や児童サービス等について内部講師による研修の実施や、外部で行っている研修に職員を派遣

していますが、講師の確保と受講できる職員が限られていることが課題です。 

 

② 生涯学習に関する相談や様々な学習について深く研究することなど、市民や生涯学習に積極的

に関わりたいという市民に対し、市民と行政が連携・協働して生涯学習を推進するため、関係機

関と連携し、適切なアドバイスや情報提供を行うことができる体制づくりが課題です。 

 

３ 施策の方向性 

① 市民の学びに関する相談に応えていくために、研修機会をとらえ、その研修に積極的に参加でき

るような体制を充実させていきます。 

 

② 専門的な知識を有する職員の知識を高めるために、資料の収集や研究を行い、市民の相談に対し

て、適切なアドバイスや案内ができるようにするとともに、市民が生涯学習を推進していく上で、

市民のニーズに合わせた情報を適切に提供できる仕組みづくりを推進します。 

 

 

 

 

 

【施策４】 生涯学習を支援する職員の力量を高める機会の充実 

１ めざす姿 

市民の生涯学習を支援する職員の専門性を高めるために、職員の研 

修や研鑽の機会を確保し、豊かな生涯学習を推進することができる体 

制づくりをめざします。 
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≪東村山市社会教育委員会議における策定の経過≫ 

 

開催日 協議内容 

令和元年 ８月 ２日 

 

・委嘱状交付 

・議長、副議長の選出 

・東村山市第２次生涯学習計画策定に向けて 

令和元年 ９月２６日 ・東村山市第２次生涯学習計画策定に向けて 

令和元年１１月２７日 ・東村山市第２次生涯学習計画（案） 第１章 

令和２年 ２月２０日 ・東村山市第２次生涯学習計画（案） 第１・２章 

令和２年 ６月２５日 ・東村山市第２次生涯学習計画（案） 第１・２章 

令和２年 ７月２９日 ・東村山市第２次生涯学習計画（案） 第３章 

令和２年 ８月２６日 ・東村山市第２次生涯学習計画（案） 第３章 

・生涯学習の課題について 

令和２年 ９月３０日 ・東村山市第２次生涯学習計画（案） 第３章 

令和２年１０月２１日 ・東村山市第２次生涯学習計画（案） 第３章 

令和２年１１月２５日 ・東村山市第２次生涯学習計画（案） 第３章 

・施策の体系の協議（分科会） 

令和２年１２月２３日 ・東村山市第２次生涯学習計画（案） 第３章 

・施策の体系の協議（分科会） 

令和３年 ２月１７日 ・東村山市第２次生涯学習計画（案） 第３章 

・施策の体系の協議（まとめ） 

令和３年 ３月２６日 ・東村山市第２次生涯学習計画（案）  全体 

令和３年 ４月２３日 ・東村山市第２次生涯学習計画（案）  全体 

令和３年 ５月２６日 ・東村山市第２次生涯学習計画（素案） 検討 

令和３年 ６月１１日 ・東村山市第２次生涯学習計画（素案） 検討 

令和３年 ６月２３日 ・東村山市第２次生涯学習計画（素案） 検討 

令和３年 ７月２１日 ・東村山市第２次生涯学習計画（案）  検討 

 

 

 

 

 



 

- 53 - 

 

≪東村山市社会教育委員名簿≫ 

 

 氏  名 区  分 備  考 

委員 

桑 名   淳 学校教育関係者 令和３年３月３１日まで 

織 茂  直 樹 学校教育関係者 令和３年５月７日から 

議長 杉 本  み さ 子 学校教育関係者 
 

委員 

吉 満  洋 子 社会教育関係者 
 

桑  原   純 社会教育関係者 
 

森 田  明 美 社会教育関係者 
 

福 島  真 理 
家庭教育の向上に 

資する活動を行う者 

 

伊 藤  二 葉 
家庭教育の向上に 

資する活動を行う者 

 

小 山  武 士 
家庭教育の向上に 

資する活動を行う者 

 

副議長 片  岡    了 学識経験者 
 

委員 上 田  幸 夫 学識経験者 
 

任期 （自）令和元年８月１日 ～ （至）令和３年７月３１日【第２３期】 

（敬称略） 
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≪関連用語等の解説≫ 

 

頁 用  語 解  説 

P2 人生１００年

時代 

医療技術の進歩により、平均寿命が100 年を超える時代のことで、社会の変化

のスピードが高まる中で、長い人生をよりよく生きるためには、必要に応じて学

び、様々な経験ができる人生への変化が予測される。すべての人に活躍の場があ

り、元気に安心して暮らすことのできる社会をつくることが重要な課題となる。 

ライフ 

ステージ 

人間の一生における生活段階のことであり、個人では、幼年期、児童期、青年期、

壮年期、老年期などに分けられる。 

家庭教育 家庭内で行われる教育的行為のことであり，一生涯にわたり、発達段階・年齢等

に応じ、自らの資質向上のために継続的に学習すること。 

社会教育 社会教育法では「学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少

年及び成人に対して行われる組織的な教育活動（体育及びレクリエーションの活

動を含む）。」とあり、学校教育の領域を除いたあらゆる組織的な教育活動が対象

で、個人が生涯にわたって多様な学習を行い、その成果を生かす実践の機会を提

供するものとして、生涯学習社会の実現に向けて中核的な役割を果たす。 

少子高齢化 出生率の低下と平均寿命の向上の同時進行で、若年者の数と人口に占める比率

がともに低下し、 高齢者の数と人口に占める割合がともに上昇していくこと。 

グローバル

化 

文化，経済，政治など人間の諸活動、コミュニケーションが、国や地域などの地理

的境界、枠組みを越えて大規模に行なわれるようになること。 

情報化社会 情報の生産・伝達を中心に発展する社会で、インターネットや携帯電話の普及に

伴って、用いられるようになった社会。 

減災 地震、津波、風水雪害、火山噴火などの巨大災害に対し、災害を防ぐのではなく、

被害が出ることを前提にして、それをできるだけ少なく抑える概念。 

新型コロナ

ウィルス 

感染症 

新たに確認されたコロナウィルスで、このウィルスによる感染症を新型コロナウィ

ルス感染症（COVID-19）と呼ぶ。2020年前後から、世界的に感染拡大してい

る感染症。 

新しい 

生活様式 

長期間にわたって感染拡大を防ぐために、飛沫感染や接触感染、さらには近距離

での会話への対策をこれまで以上に日常生活に定着させるための生活様式。 

ＩＣＴ ネットワーク通信により情報の入手や発信、活用などを促進する技術。

Information and Communication Technologyの略称。 

P3 超スマート社

会(Society 

5.0） 

ICT を最大限に活用し、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）

とを融合させる取組により人々に豊かさをもたらす「超スマート社会」を未来社会

の姿とし、「超スマート社会」の実現に向けた一連の取組。 

社会教育 

施設 

社会教育法第３条における「社会教育の奨励に必要な施設」であり、公民館、なら

びに図書館、博物館、青年の家等を指す。 
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P3 特別支援 

教育 

障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援すると

いう視点に立ち、幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、生活や学習

上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う教育。 

P5 東村山市 

教育委員会

の教育目標

及び 

基本方針 

４つの基本方針 

１、【「人権尊重と精神」と「社会貢献の精神」の育成】  ２、【「豊かな個性」と「創造

力」の伸長】  ３、【「総合的な教育力」と「生涯学習」の充実】  ４、【「市民の教育

参加」と「学校経営の改革」の推進】 

９つの取組 

１、学びの基礎を徹底し、個々の能力を最大限に伸ばす  ２、豊かな人間性を培

い、健全な心を育む  ３、社会の変化に主体的に対応できる力を高める  ４、体

を鍛える  ５、健康・安全に生活する力を培う  ６、教員の資質・能力を高める 

７、質の高い教育環境を整える  ８、家庭の教育力向上を図る  ９、地域・社会

の教育力向上を図る 

P6 郷土愛 自らが育った地域に対して愛着ないし忠誠を抱く思想、心情。 

P13 

 

多文化共生 国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関係

を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと。 

男女共同 

参画 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野に

おける活動を参画する機会が確保され、男女が均等に政治的、経済的、社会的及

び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会。 

P16 生きる力 変化の激しいこれからの社会を生きる子どもたちに身につけさせたい、「確かな

学力」「豊かな人間性」「健康・体力」の三つの要素からなる力。 

多摩六都 多摩地域北部の小平・東村山・田無・保谷・清瀬・東久留米６市を指し、2001年に

田無と保谷が合併して西東京市となり、現在は５市で構成されている。 

いのちと 

こころの 

教育週間 

市民の教育に関する関心を高め、子どもたちのこころと体の健やかな成長に寄与

することを目的に、東村山市教育委員会が毎年２月１日から７日までをこのよう

に定めた。教育週間中は小・中学校において道徳・人権などの公開授業が行われ

ており、日曜日にはメイン事業として「市民の集い」が開催される。 

P17 共生社会 年齢、性別、国籍、障害の有無等に関わらず、すべての人が互いの人権や尊厳を

大切にし、支えあい、だれもがいきいきとした人生を送ることができる社会。 

P18 おすすめ 

絵本パック 

市立図書館が選んだ乳幼児向けの絵本 20 冊のセットのこと。市内の子育て関連

施設等に専用の箱に入れて配置している。 

図書館 

くまボラさん 

 「子どもと本の人材バンク」に所属する個人登録の乳幼児への読み聞かせボラン

ティア。図書館から派遣されて市内各所でおはなし会を行っている。おはなし会

の導入に手袋人形のミトンくま（保育と人形の会高田千鶴子氏考案）を使ってわ

らべうた「くまさんくまさん」をやっていることにちなんだ愛称。 
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P19 商用データ

ベース 

インターネットで提供される有料のデータベースで、仕事や学習など調べものに

利用でき、図書館内のインターネット情報検索端末にて、利用者が無料で使える。 

音訳 

ボランティア 

視覚障害者のために録音図書等の作成・対面による資料の朗読等を行うボラン

ティア。市報・市議会だより等広報紙の音訳にも協力している。 

P20 出前授業 市の職員が学校へ出向き、テーマに沿った授業を行う。 

下宅部遺跡 

 

多摩湖町の都営住宅建替えを機に発見され、平成８年から約８年間にわたる発掘

調査の結果、昔の北川の姿とともに、通常の遺跡では残りづらい木の道具や水辺

の施設、当時の植物や動物の骨などが発見された。旧石器時代から近世にかけて

の貴重な低湿地遺跡である。その出土品の一部が令和２年度に国の重要文化財

に指定された。 

無形民俗文

化財 

昔から守り伝えられてきた伝統のわざで、人々が長い歴史の中で守り伝えてきた

貴重な文化財。東村山市では、重要無形民俗文化財として、雅楽・浦安の舞とまつ

りばやしが指定されている。 

祭囃子 神社の祭礼の際に、山車（だし）や屋台の上などで行われる囃子。東村山は、西か

ら廻り田村、野口村、久米川村、大岱村、南秋津村の５つの村が合併して生まれ、

この５つの旧村域に１団体ずつあり、野口村はもう１団体あり、その六団体で東村

山市祭囃子保存連合協議会を結成している。現在継承している祭囃子は、所沢の

古谷重松が創始して近隣へ広まっていった重松流祭囃子である。 

P21 

 

健康寿命 平均寿命から、寝たきりや認知症など介護状態の期間を差し引いた期間。 

指定管理者 地方公共団体が公の施設の運営を行わせるために、公の施設の運営に民間も参

加できるようになった制度。 

東村山市 

スポーツ 

科学委員会 

平成 4年に、市民のスポーツ活動での健康維持・増進を医科学的側面から研究し

支援するために設置した委員会。 

ボッチャ 白玉（ジャックボール）に赤玉と青玉をいかに近づけるかを競うスポーツであり、

子どもから高齢者まで、だれもが簡単に楽しむことができる競技。 

１３町体力 

つくり 

推進委員会 

市民の交流と健康・体力つくりを目的として、“いつでも、どこでも、だれでも、い

つまでも”気軽に参加できる体力つくり活動を推進するため市内１３町に組織。 

東村山市 

体育協会 

加盟１０団体で昭和３９年１２月に設立し、現在４０団体を擁する組織。平成２４年

４月より公益法人への移行が認定され活動。今後も市行政と役割分担を図り、関

係団体とのさらなる連携を深めながら、１７の公益目的事業を中心に市民を対象

とした事業を展開する組織。 

P23 なないろ 

ぽけっと 

市内の子育て中のママたちが自ら編集した、手作りの子育て情報誌。 
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P23 ＳＮＳ東京 

ノート 

東京都教育委員会で児童・生徒がＳＮＳの利用を通して、いじめ等のトラブルや犯

罪に巻き込まれないようにするとともに、学習への悪影響を防ぐために策定。 

言語 

ボランティア 

公立小・中学校に在籍している帰国および外国籍の児童・生徒のうち、日本語の

使用に著しい困難を有する子どもたちに対し、一緒に授業へ参加して、先生の言

葉を通訳するなど、言語・学習指導をサポートするボランティアを派遣する事業。 

P24 ニュー 

スポーツ 

２０世紀後半以降に新しく考案・紹介されたスポーツ群をいう。軽スポーツ、やわ

らかいスポーツ、レクリエーションスポーツとも呼ばれる。一般に、勝敗にこだわら

ずレクリエーションの一環として気軽に楽しむことを主眼とした身体運動を指す。 

P25 子どもの 

本の人材 

バンク 

市立図書館が仲立ちとなり、希望する保育園、子育て支援施設、学校等に読み聞

かせボランティア等を派遣するシステム。 

元気アップ 

マップ 

市民の方々に「歩いていける通いの場」及び地域で活動する団体を知ってもらう

ために、市報とともに市内全戸に配布しているチラシ。 

人材バンク 教育、芸術、文化、スポーツ、レクリエーション活動等の専門的な知識、技能、経験

を教えてもらいたいと考えている市民に情報を提供するため、それらの知識など

を持っている市民に登録してもらう制度。 

P26 市民活動 

よろず 

交流会 

市民活動団体が集まって「市民活動よろず交流会運営委員会」を構成し、市民団

体が日頃、活動する中で困っている課題や、各団体の活動内容等について、市民

団体間で情報交換を行い、協働に向けて連携を深めるための場として開催。 

P28 ＥSＤ 

（持続可能な

開発のため

の教育） 

現代社会の問題を自らの問題として主体的に捉え、人類が将来の世代にわたり

恵み豊かな生活を確保できるよう、身近なところから取り組むことで、問題の解

決につながる新たな価値観や行動等の変容をもたらし、持続可能な社会を実現し

ていくことをめざして行う学習・教育活動。 

P32 子育て中に

たくさん絵

本と出会え

るまちづくり 

東村山市子ども読書活動推進計画における乳幼児への取組事業。「おすすめ絵本

パック」の設置や、図書館からの「読み聞かせボランティア」の派遣などにより、関

連機関や市民と連携して、乳幼児の親子が身近な場所で絵本に触れる機会を提

供している。 

P33 地域コーデ

ィネーター 

学校と地域の調整や学校サポーター、外部講師の確保、各事業部との連絡調整を

行うパイプ役。 

P34 社会資源 利用者がニーズを充足したり、問題解決するために活用される各種の制度・施設・

機関・設備・資金・物質・法律・情報・集団・個人の有する知識や技術等の総称。 

P37 子どもの 

権利条約 

子どもが一人の人間として基本的人権を所有し、行使する権利を保障するための

条約。1989年に国連で採択され、日本は 1994年に批准をしている。 

自己有用感 この社会に認められている、自分の行動が役に立っている、誰かから必要とされ

ているという感覚。 
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P37 いのちと 

こころの人

権の森宣言 

国立療養所多磨全生園開所１００周年の平成２１年に、全生園内の納骨堂、望郷の

丘、ハンセン病資料館等の史跡・建造物及び入所者が拓いた土地に植樹したすべ

てを「人権の森」として守り、国民共有の財産として未来に受け継ぐための宣言。 

P38 性自認 性別に関する自己意識。 

性的指向 人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするかを表し、恋愛・性愛の対象が異性

に向かう異性愛、同性に向かう同性愛、男女両方に向かう両性愛などを指す。 

ＤＶ Domestic Violence（ドメスティック・バイオレンス）の略で、配偶者や恋人など

親密な関係にある、または、あった者から振るわれる暴力。 

P39 デイジー 活字による読書が困難なかたのために作られたデジタル録音図書（ＣＤ）。 

ＬＬブック 読むことが苦手なかたのために、やさしく読めるように作られた本。 

P40 特殊詐欺 犯人が電話やハガキ、封書等で親族や公共機関の職員等を名乗って被害者を信

じ込ませ、現金やキャッシュカードをだまし取ったり、医療費の還付金が受け取れ

るなどと言ってＡＴＭを操作させ、犯人の口座に送金させる犯罪。 

P45 学校施設 

コミュニティ

推進委員会 

学校施設を地域に開放していくため、東村山市の全小・中学校に設置している委

員会。「スポーツ開放」「教室開放」「土曜開放」の使用計画及び運営・実施に関する

ことや、「スポーツ開放」「教室開放」の使用調整に関すること等の業務がある。 

学校運営 

協議会制度 

学校と保護者や地域の皆さんが共に知恵を出し合い、学校運営に意見を反映さ

せることで、一緒に協働しながら子どもたちの豊かな成長を支える機関。 

P47 バリアフリー

化 

高齢者や障害者が社会生活を送る上で、障壁となるものを取り除くと考え

方。 

ユニバーサ

ルデザイン 

特定の年齢や性別、国籍、心身状態の人を対象とするのではなく、様々な違いに

関わらず、すべての人にとって安全で使いやすいことをめざす考え方。 

P49 東村山 

スマート 

スクール 

構想 

文部科学省が提唱するＧＩＧＡスクール構想に基づき、東村山市立小・中学校に在

籍する全児童・生徒に対して、学校・自宅等で使用するタブレット型端末の無償貸

出を行い、これまで積み重ねてきた教育実践と ICT を組み合わせて「学びの質」

を高めることを目的とした構想。児童・生徒の個性に合わせた「個別最適な学び」

と他者と共に学ぶ「協働的な学び」に生かすことができるようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東村山市第２次生涯学習計画 
令和３年度～令和１２年度 

 

令和３年８月 

発 行 東村山市 

編 集 東村山市教育委員会教育部社会教育課 

〒189-8501 東京都東村山市本町１丁目２番地３ 

℡042-393-5111（代表） 

    http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/ 


