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–会  議  録– 

会議の名称 第２３期東村山市社会教育委員会議（第９回） 

開 催 日 時 令和２年７月２９日（水）午後７時～９時 

開 催 場 所 東村山市役所市民センター第１会議室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委  員） 

 

 

 

 

 

 

 

（市事務局） 

 

 

 

●欠席者： 

（委  員） 

 

・片岡 了副議長・桑名 淳委員 

・福島 真理委員・吉満 洋子委員 

・森田 明美委員・桑原 純委員 

・小山 武士委員・上田 幸夫委員 

・伊藤 二葉委員 

 

 田中 宏幸 教育部長 

 山田 裕二 教育部次長（生涯学習担当） 

 朝岡 雅洋 社会教育課長 

齋藤 雅彦 社会教育課生涯学習係長 

加治  駿 社会教育課 主事 

 

  

・杉本 みさ子議長 

 

傍 聴 の 可 否 
傍聴可

能 

傍聴不可の

場合はその 

理由 

 
傍聴者

数 
なし 

会 議 次 第 

１． 開会 

（１）あいさつ（部長、課長、副議長） 

 

 

２． 協議事項 

（１）令和３年度関東甲信越静社会教育研究大会分科会テーマについて 

 

（２）第２次東村山市生涯学習計画策定に向けて 

 

 

３．報告事項 

（１）令和２年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会第１回理事会 

 

 

４．閉会 

問い合わせ先 

教育部社会教育課生涯学習係 

担当者名 朝岡・齋藤・加治 

電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線３５１３） 

ファックス番号 ０４２－３９７－５４３１ 

会  議  経  過 
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１．開会 

【課長】 

それでは皆様こんばんは。お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。 

部長からご挨拶及び４月１日より人事異動に伴う紹介をよろしくお願いいたします。 

 

【部長】 

改めまして皆さまこんばんは。 

今年の１月１日付けで部長職を拝命しました。どうぞよろしくお願いいたします。新型

コロナウィルスは市内でも着実に感染者が増えており、感染拡大は進んでいます。幸い

市内小中学校におきましても、そのような状況は発生しておらず、学校も再開し、７月

３１日で１学期が終了となり、今学期は無事に終了することが出来ると考えています。 

公共施設に関しても、順次再開をしています。市民の方にもご不便おかけしています

が、市民の皆様の安全と健康を第一に考えて、感染防止対策を行っています。 

社会教育委員の皆様におかれましても、第２次生涯学習計画を進めていただいていると

いうことで、改めて感謝申し上げます。今後も事務局としても、より良い計画になるよ

うに、皆さまのお力をお借りしながら進めていきたく、皆様のご協力を頂ければと思い

ますので、今後もよろしくお願いいたします。 

それでは、人事異動につきまして生涯学習担当次長より自己紹介をお願いいたします。 

 

【次長】 

皆様改めましてこんばんは。 

山田と申します。私自身が初めて教育委員会に異動してきたので、理解できていないこ

ともありますが、努力していきたいと思います。 

今のところは小中学生で感染者が出ていないということですが、生涯学習活動がかなり

制限をされてしまっている状況がございます。その中でも２学期以降どこまでどのよう

に出来るかを学校と協議しながら、少しずつでも活動を再開できるように準備等をして

いきたいと思いますので、皆様方のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

【課長】 

ありがとうございました。部次長はここで退席とさせていただきます。 

 

それでは、第９回社会教育委員会議を開催させていただきます。開会に先立ちまして、

副議長よりご挨拶の方をお願いいたします。 

 

【副議長】 

こんばんは。今日は副議長の私が議事進行をさせていただきます。先ほど部長からお話

があったように、コロナ感染者が徐々に増加してきています。今日は２つ大きな議題が

ありますので、活発なご議論を頂ければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

２．協議事項 

【副議長】 

令和３年度関東甲信越静社会教育研究大会分科会テーマについて事務局から説明があり

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

【係長】 

先日の令和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の中で、現在５つ
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の分科会を開催予定で準備を進めています。分科会テーマについては２種類になりま

す。１つ目は事例発表形式になりまして、会長市から４県に依頼をかけて、２つの事例

発表を担当することになります。事例発表になった場合は、当日の運営とコーディネー

ト役を幹事市が行っていくことなります。もう１つは、ワークショップとなり、３つの

分科会となりまして、幹事市でテーマを決め、講師の選定を行うなどの自由度が高まり

ます。今回の会議では、当市における分科会を事例発表かワークショップか決め、分科

会テーマを３つに絞っていきたいと思います。その意見を幹事市としての意見で提出

し、分科会テーマが決定となります。ただし、５つのブロックの意見が偏ってしまうこ

とで、必ずしも希望通りにならないこともあります。事例発表を希望した場合も、ワー

クショップの分科会テーマを決めていただきたいので、よろしくお願いいたします。 

 

【副議長】 

ワークショップは、中身を決めていかないといけません。中身は分科会分野と分科会テ

ーマを３つ選んでいただくことになります。選んだものを８月の実行委員会に提出を

し、決まった内容を定例会で報告させていただくことになります。 

積極的にワークショップを選ぶというご意見が無ければ、事例発表を希望する意見が良

いかと思います。 

ただ、今回決めていくべきなのは、事例発表を選んだ場合でも、ワークショップになっ

た場合を想定して分科会テーマを決めていかなければなりません。 

 

【Ａ委員】 

ある程度全体のテーマに沿った内容を分科会テーマに持ってきた方が良いと思います。 

 

【Ｂ委員】 

全体のスローガンと分科会のテーマはそんなに細かく合わせなくても良いかと思いま

す。そのような流れで決めていくということではないと思います。どのテーマでも関係

することはすると思いますので、それに見合ったテーマにすればと思います。 

 

【副議長】 

東京大会のスローガンがありますので、テーマに沿ってテーマを決めていくべきかスロ

ーガンに合わせずに、今の情勢に合わせるかということになります。 

 

【Ｃ委員】 

同じような意見が重なっている場合があり、テーマが異なっても、考え方は似ているこ

とがあります。生涯学習における社会教育委員ですが、現代社会においては変化がある

ので、これからいう意味が重要となり、ＡＩ社会などで共通項があると思います。 

 

【Ｄ委員】 

当日にワークショップや講演を行うのであれば、それが一番盛り上がるテーマであれば

良いと思います。どれがやりやすいかどれが盛り上がるかを絞っていき、良い部分を取

って決めていければ進めやすいと思います。 

 

【Ｅ委員】 

学校では土曜子ども講座について大きな課題を抱えています。それは何とかしていかな

いといけないと考え、子どもたちにＩＣＴが定着していければ、いくつかの講座で児童

も講師も在宅でつながることが出来ます。 
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コロナが終息するか見通せない中、新しい社会教育の中では、ＡＩを活用しないとなら

ないと思います。そこをきちんと押さえた自治体が新しい形での学びを提供できると思

います。各委員で得意な分野があり、得意な分野のアプローチの仕方があると思いま

す。私は自分だったら、こういうアプローチの仕方をすると話をしました。 

オンライン授業を通じて、子どもとつながることが出来ています。子どもたちはオンラ

インの授業を行うと反応が全く異なり、その反応が違うことを学んでいきます。オンラ

インを通じて様々なことを学んでいきますし、今まで以上にジェスチャーや反応を大き

めにとっていかないと伝わらないという新しいコミュニケーションの在り方を学ぶこと

が出来ます。それは、子どものみではなく、地域の大人とのつながりを持つことが大事

ではないかと思います。そうしないとせっかく学校が地域に開かれたのに、地域が閉ざ

していく事態になりかねないと思います。 

 

【副議長】 

分科会テーマでもＩＣＴの関係があるので、注目すべきフレーズかと思います。 

 

【Ａ委員】 

資料のキーワードと我々が出している内容と照らし合わせていくと、ここに全部あては

まると思います。我々はどこを一番出していたかが分かれば、おのずと東村山市の意見

として３つ挙げられるのではないかと思います。新しい生活様式とＩＣＴが多いと思い

ます。あるいは、社会教育委員の在り方について毎回テーマに挙げています。 

 

【Ｂ委員】 

盛り上がれば良いということでしたが、関心が高い部分が盛り上がる部分だと思いま

す。それは多数が挙げているところだと思いますが、新しい生活様式はおそらくコロナ

を意識した想定かと思います。そのような内容を踏まえて、事務局の方で素案を出して

いただければと思いますが、似ている意見があれば、却下される可能性がありますし、

中身は異なった内容が報告される可能性があるということだと思います。 

 

【Ｆ委員】 

来年の話なので、それに向けてこんなこともしましたという話も出来ると思います。 

その中で、自分たちはこうしましたという議題があるということもあると思います。 

 

【Ａ委員】 

オンライン化で変化することは、今年でも来年でも想定できるので、来年の大会でどう

いう風に変わっていくかということで、専門の講師が講演をしていただければ、そこに

ふさわしいテーマになると思います。 

 

【Ｆ委員】 

ＧＩＧＡスクールに関しては、横浜で９月から全校実施を行うと聞きましたので、先に

やっていただいている場所の事例発表になっていくかと思います。 

 

【Ｇ委員】 

テーマを決めていくとなると、これからどうなっていくかが一番関心あると思います。

ＡＩ時代になって生き残る教育とは何かということになります。そういうことを見据え

た生涯学習や社会教育を語るというのは面白いかと思います。この内容については、今

後を見据えていくには外せない内容になっていくかと思います。 
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【Ｂ委員】 

研究大会は社会教育委員が集まる大会になります。一般的なものより、社会教育委員と

して関心があるのは何かというところになります。今までに取り上げているようなテー

マや分科会については、関心があるのでつなげられたと思いますので、ある程度は慣例

というのも少し考慮した方が良いかと思います。 

 

【Ｃ委員】 

ＧＩＧＡスクールやＡＩもすごく良いと思いますが、東村山は人権に力は入れています

ので、この内容を地域のことにつなげていければなと思います。 

 

【副議長】 

まとめますと、東村山市の意見としては、事例発表を第一候補としていきます。 

ワークショップになった場合ですが、これからの話が意見として１つあり、もう一つ

が、子どもに対する教育のオンライン化について関心が高いということもあり、また、

社会教育委員の集まりなので、社会教育委員固有のテーマすることも意見として出てき

ました。人権教育についても必要があるかと思います。この中でテーマを選んで、３つ

に絞っていくことになります。そのような意見でまとまっていければと思います。 

 

続きまして、第２次生涯学習計画策定で、事務局から説明をお願いいたします。 

 

【主事】 

前回の会議の際に、各委員から出ましたご意見を踏まえたのは今回の資料になります。 

第１章第１節で東村山市の動向についてですが、第２次生涯学習計画の策定について、

国や都、現代の社会情勢や第５次総合計画を踏まえて第２次生涯学習計画が策定される

ことを記載しました。 

第１章第２節は生涯学習の課題となります。生涯学習の内容と現代の課題を記載し、そ

の課題の中で生涯学習の必要性と生涯学習の課題を記載しました。 

第１章第３節で第２節の課題を受けて、内容を変更しています。 

第２章１節では、東村山市の統計になりまして、前回のご意見の中で、市の情報がより

分かるように、国や都のデータを入れた方が良いことやこの１０年間の変化についての

データが必要になるということでしたので、その内容を追加させていただきました。 

ここ１０年で大きく変化したと考えたのは、人口減少・ＩＣＴ・多様なニーズの増加等

と考えたので、国や都のデータを活用しながら、変化について反映した内容にしました。 

第２章第２節で生涯学習推進上の課題で、地域同士つながりや生涯学習を推進すること

で人とのつながりに発展したり、ＩＣＴの活用・共生社会などの内容を加筆しました。

委員の皆さまで何かご意見等がございましたら、よろしくお願いいたします。 

 

【Ａ委員】 

第２章第１節の共働き世帯数の説明で、「専業主婦が減少し、家庭教育力の減少となっ

た」とありますが、その内容は一概に言えないので、表現を変更した方が良いと思いま

す。また、第２章第２節の東村山市の社会教育行政の現状で、前回の会議でここを現状

か事業かにするというご意見がありましたが、現状にしたということだと思います。そ

のようにする場合は、次のページの部分も現状に統一した方が良いと思います。 

 

【副議長】 

ありがとうございます。他にご意見がないようなので、第３章の説明をお願いします。 
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【主事】 

まずは、第３章の構成について協議していただきたいと思います。節ごとにどのような

内容が入っていくかという柱立てを考えていく必要があると考えました。 

１節は第１次生涯学習計画の振り返りを入れていきます。第２次計画の計画策定理由の

ひとつは、１次の成果や課題の内容を受けているので、入れさせていただきました。 

２節では、第２次計画の構想となります。後ほど説明をさせていただきますが、生涯学

習計画の柱を立てて、こういう内容・目的で計画を立てていく内容になります。 

第３節では、施策の体系化ということで、内容は１次の内容をそのまま入れています。

具体的な中身ついては協議をして、どのような内容が入っていくかが決まってきます。 

第４節では、具体的な施策をページごとに入れていければと思います。 

今回は構成について協議していただければと思います。 

また、第３章の構成がある程度決まってきたらの話になりますが、第２節の第２次計画

の基本構想で、計画のスローガンとして基本理念を策定理由の柱として立てて、第２次

計画を策定していくというのが必要になると考えています。 

決め方についてですが、１つ目は、１次計画の内容と類似した形になりますが、市の総

合計画等の生涯学習の内容をもとに、決めていくことになります。 

２つ目は、会議の中で第２次計画のスローガンを決めていく形になります。 

どっちが良いかを協議した後に、基本理念をどうするかを考えていければと思います。 

 

【副議長】 

本日は全体の構成についてと基本理念について協議していただくことになります。 

構成についてご意見ありますか。 

無ければ次の第２節についてですが、ここに基本理念を入れていくべきかという提案が

事務局から出ています。前の計画ではなかったのでしょうか。 

 

【主事】 

第１次計画は当時の第４次総合計画における生涯学習の内容をもとに第１次計画の内容

があるとなっていましたので、今回の２次計画も同じ形にしていくか２次計画から基本

理念というものを作っていくかということになります。 

 

【Ｄ委員】 

第２次生涯学習計画の基本理念を出すということは、第１次生涯学習計画と異なるから

出していくということでしょうか。 

 

【主事】 

１次と２次の間に約１０年間の期間がありますので、その中で変化しているところもあ

ると思います。もちろん１次計画の内容を継承していく必要もあると思います。また、

なぜ２次計画を策定していくのかという理由の一環で基本理念があればと思います。 

 

【Ｄ委員】 

理念というのはそんなに変わる物ではないかと思います。今回２次を作るのは、１次の

期間が終了したので、２次になりますとなれば、あくまで２次を作る理由というのはそ

れでしかないのかなとも思います。 

 

【Ｂ委員】 

基本理念は前回と同じ内容で構成されるべきではないかと思います。 
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前の計画は４つの柱があって、その内容に沿って具体的な施策が展開されるという流れ

がはっきりしていたと思います。具体的な施策の中で変化があるので、そこは変えてい

ければと思います。 

 

【Ａ委員】 

第１次の時は、第４次総合計画の中で大きな市としての考え方があったので、それにの

っとってこれを作ったわけで、今回は第５次計画になってきますが、理念を入れたけれ

ば、第５次総合計画で第４次総合計画と変化した部分を入れていければと思います。 

 

【Ｄ委員】 

理念というのはキャッチコピーという認識でありましたら、１次計画と２次計画と変わ

らない理念がありますが、この１次計画が終わって２次計画を作るタイミングで、１次

計画の振り返り、社会情勢の変化などや第５次総合計画によって作っていきます。２次

計画のキャッチコピーはこうなりますという考えもありますか。 

 

【課長】 

１０年終わったので、次に行くというわけでなくて、次の計画を策定するにあたって

は、何をメインとして策定していくことで話をさせていただきました。 

 

【Ａ委員】 

一次の時は基本的な考え方はこうだとありますので、その内容が１次の理念となっても

過言ではないかと思います。なので、基本的な考え方は、総合計画の考え方をもとに、

１０年間進んでいますので、第５次が出てきたら、その内容に合わせて内容を修正して

いきます。その流れだと思いますので、第２次計画だからといって基本理念を作ること

については疑問に思います。 

 

第１次の時には、第４次総合計画に基づいて、その中から一部抜粋をしているので、第

５次総合計画を策定し、その中から生涯学習計画を策定ということなので、もし、入れ

るとしたら、総合計画の中から選んで作っていくべきかと思います。 

 

【副議長】 

基本理念は、第５次総合計画の内容が出てから決めるということはどうでしょうか。 

 

【Ｂ委員】 

全体の見通しが見えてない気がしますので、章立てでもう一度どのような節があるかを

もう一度共有して、その柱立てが出来たところで次に行くべきではないかと思います。 

 

【Ａ委員】 

最初全体の構想が出て、それに基づいて１・２章の柱立てが出来たと思います。 

第３章になった時に、どういう項目で進むかというのが無いので、それが入ってくるこ

とで、この項目を継続するかどうかをやって、その細かい項目が第３章の施策になって

いくかと思います。そのような流れがあればと思います。 

 

【副議長】 

次回の定例会までに第３章について各委員から意見をもらうのはどうでしょうか。 
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【Ｂ委員】 

そのためには、この第２次計画策定にあたりという文章が重要になってきます。 

第５次総合計画の内容の実現に向けて、同時に市全体で計画を連携・協働をしていく内

容が無いといけません。第１次を踏襲しながら、このような内容にしていきましたとい

う文章が出てくるかと思います。あるいは、新しい時代の到来をもって、大きく目標を

変えていくことがありますという内容が出てくると思います。それを議論していくとい

うことです。それが決まれば全体の柱立てが確定して、その具体的な内容について仕上

げにしていければと思います。 

 

【副議長】 

全体像が共有出来ればと思いますので、まずは全体像が分かってくればと思います。 

２章までは形になったと思いますので、３章もこのように進めていければと思います。 

 

３．報告事項 

 

（１）令和２年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会第１回理事会 

    

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  次回 ８月２６日（水）１９時～ 市民センター 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

４．閉会 

●委員よりあいさつ 

 

５．閉会 

 

※資料が必要な方は社会教育課までお問い合わせください 

 


