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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１０回） 

開 催 日 時 令和２年８月２６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 
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・杉本 みさ子議長・片岡 了副議長 

・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 

 

  

 

 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 

 

  

・桑名 淳委員 

 

 

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（課長、議長） 

 

 

２． 協議事項 

（１）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３年度関東甲信越静社会教育研究大会実行委員会 

 

 

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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【課長】 

皆様こんばんは。本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。 

それでは、第１０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、議長よりご挨拶の方をお願いいたします。 

 

【議長】 

皆様こんばんは。コロナもまだまだ収まらない状況でどうなっていくかと思います。

生涯学習計画について、本日も活発なご意見をいただき、東村山市の第２次計画がよ

り良いものになるようにしていければと思います。よろしくお願いします。 

 

２．協議事項 

【議長】 

本日は第３章の柱立てについて進めていきたいので、説明をお願いいたします。 

 

【主事】 

第３章は主に４つの節で成り立つと考えています。 

第１節は第１次計画の振り返りとなります。第１次の内容を振り返っていき、その成

果や課題等を踏まえて、第２次計画につなげていければと思います。 

第２節は第２次生涯学習計画の基本構想となります。第２次生涯学習計画は第５次総

合計画や第１次生涯学習計画の内容や現在における生涯学習の在り方等を踏まえて、

第２次計画がどのような内容になるかを考えます。内容は２つとなり、１つ目は計画

の基本的な考え方で、第２次計画の内容や意義となります。２つ目の基本目標につい

ては、第１次計画の基本目標となっており、内容は後ほど検討していただければと思

います。 

第３節の施策の体系化になります。ここの内容は、第２次生涯学習計画の具体的な範

囲となります。 

第４節の生涯学習の施策の展開として、第３節の施策の体系化がある程度できた段階

で、検討をしていければと思います。章の柱立てについての説明は以上となります。 

 

【議長】 

第３章の柱立てについて第１節は第１次計画の振り返りとなり、第２節は第２次生涯

学習計画の基本構想についてとなり、ここは皆様のご意見をいただき、その内容を踏

まえてまとめていきたいと思います。第３節の施策の体系化につきましては、作業を

していく中でご意見を多くいただく形になると思います。第４節は施策の展開という

ことで、各施策の具体的な内容になっていきます。中身については、後ほど協議をし

ていければと思います。 

では、第３章の柱立てについては、１～４節の柱でよろしいでしょうか。 

 

（全員承認） 

 

では、第３章の中身について協議していただきたいと思います。第１節の振り返り

で、第１次生涯学習計画の基本目標４つが成果と課題をまとめていただいています。

ここについてはいかがでしょうか。 

 

【Ａ委員】 

前回の資料に比べすっきりしていますが、どういう趣旨で変えられたのでしょうか。 
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【主事】 

内容は保たなければなりませんので、言い回しや語尾をなるべく簡潔にし、内容につ

いても簡潔にさせていただきました。大枠で変更したということではございません。 

 

【Ａ委員】 

第１節の記述項目が１つしかありませんので、内容が同じであれば、わざわざ１番の

記述は必要ないと思います。ですので、表題を成果と課題にすればと思います。 

前回は目標ごとに区分けされていましたが、この書き方だと一体されたという印象を

持ってしまいます。ここにあまりスペースを取らず、簡潔的にいければと思います。 

 

【Ｂ委員】 

成果と課題が同じ欄の中に入っていますが、成果と課題の間を１行空けるなど、何か

しら工夫すれば、成果と課題が分かりやすくなると思います。 

 

【主事】 

そのように修正していきます。 

次に第２節となりますが、ここでは第２次計画の柱となる内容を決めていきたいと考

えています。第１次計画から第２次計画に改訂するにあたって約８年間が経ち、その

８年間で変化した生涯学習の在り方の変化や課題が存在すると考えます。それを踏ま

えて、第２次計画をこのような計画にするという流れにしたいと考えています。本日

はこの８年間における社会情勢の変化を踏まえて、生涯学習の在り方やどのような課

題があるかについて、生涯学習や社会教育活動に関わっていただいている各委員の皆

様からご意見をいただき、生涯学習について共通の認識を図れればと思います。 

 

【議長】 

この８年間は様々なことを通して、生涯学習についても変化しているので、それぞれ

活動している内容を踏まえて、ご意見を出していただければと思います。 

 

【Ｃ委員】 

前回の会議では基本目標の上となる基本理念についての話があったと思います。本日

は第２次になるということで８年間の中で何か新しくなったかを第２次計画で出して

いくことが基本理念になっていくかと思います。 

第１次計画は学びの大切さを訴えてきた計画に読み取れます。第２次計画では、その

学びをどういう風に使い、地域にとってその学びがどのような意義を持つかを打ち出

し、社会教育らしさを出していく計画だと思いますので、各委員からこの８年間で地

域においてどんな課題があるかという意見を出していただくということになります。 

 

【Ａ委員】 

我々が議論する中で、明らかにコンセプトが無いと思います。それが無いと先に行け

ないと思います。ここでそのようなことを議論ができる議事進行を期待しています。 

 

【Ｃ委員】 

実際に地域で活動されている方々も多くいらっしゃいますので、地域の課題や社会教

育としてどのような取組をしていくのかというのがコンセプト等につながっていくか

と思います。言葉については、色々とあると思いますが、構想を支えていくコンセプ

トや理念があり、それに基づく地域の課題等があり、それが第２次計画の意義につな



- 4 - 

がっていくか思います。 

 

【Ｄ委員】 

前回は理念やキャッチコピーについて話しが出てきましたが、１章の生涯学習計画の

動向という最初の部分でいきなり国の動向ではなくて、１次計画の理念とか経緯とか

があり、この中にキャッチコピーとなる内容を第５次総合計画から掲載した方が良い

と思います。いきなり国の動向が出ると、生涯学習を知らない人にとって難しい内容

だと思います。 

 

【Ｅ委員】 

第１章の内容はなぜ計画を作ったかという内容になると思いますが、今の内容だと国

や都の流れがあって、市の動向の内容になっていると思います。そのように続けても

いいかと思いますが、ただ、分かりやすいものにするというのも大事かと思います。 

 

【Ｃ委員】 

そうでありましたら、第２次計画のコンセプトをしっかりすることが大事かと思いま

す。社会教育の視点から第２次計画の理念を明らかにしていければと思います。 

 

【議長】 

第１次計画と第２次計画の違いを明確に出すために、８年間の変化で東村山の社会教

育における課題を出していただいた上で、そこがメインとなり、キャッチコピーにな

ると思います。そのために、活動している皆様から色々意見をいただきたいというこ

とになります。 

 

【Ｂ委員】 

前回の会議で理念のやり取りがあったと思いますが、理念というのはそんなに変わる

物ではないし、委員から意見があったように、前回と同じ内容で構成されるべきだと

いう意見がありますが、今回理念という言葉が削除されているのはなぜでしょうか。 

 

【主事】 

２次計画の柱となる内容を作りたいと考えますが、前回のご意見にあったように、ま

ずは基本理念を載せるよりもなぜ第２次計画を策定したのかを掲載できればと思いま

す。そのためには、生涯学習の課題やあり方について考える必要があると考え、生涯

学習の経過や課題を皆様のご意見をいただきたいので、今回このように提示させてい

ただきました。 

 

【議長】 

本日は皆さんが実際に行っている生涯学習活動を踏まえて、これから１０年間におけ

る生涯学習のあり方について意見をいただき、それを基に第２次計画の構想を立てて

いきたいので、第１次計画と第２次計画の違いを明確に出来るものを作りたいという

ことだと思います。 

 

【Ｅ委員】 

前回までは障害の人が困っているということを学んできましたが、今回は障害の人の

学べる場所を作っていき、それをきっかけに社会に出ていく内容が第２次計画に入れ

ばと思います。国連のＳＤＧｓにあるように、誰も取り残さない社会、学びのセーフ
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ティネットを張っていき、どういう環境を作っていくかという考え方としていければ

と思います。 

 

【Ａ委員】 

今の内容になりますと、全ての人々に対して、学びの自由や保障をしていくと言った

理念を出して、その理念に即した施策や考え方が出ていると思います。例えば、多文

化共生の観点とか居場所づくりとかの意見を出していき、社会になかなか出られない

人たちに対する施策を打ち出していくと言った内容が出てくると思います。そのため

に具体的にどのような施策が出てくるかとなります。ここは理念や考え方を言及して

いく場所なので、全ての人に学習の機会が創出されると言った分かりやすいことが出

てくればと思います。 

 

【Ｃ委員】 

団体活動における人材の発掘の内容だと、リーダーをフォローする人が課題となると

思います。リーダーがいればみんな引っ張られていくかというと、今の時代において

はなかなかそうはいかず、それを支えていく人材をどう養成するかが大事な視点にな

っていくかと思います。 

 

【Ｂ委員】 

今の青少対はフォローする人はいますが、それを束ねるリーダーがいません。人材や

リーダーがいないというのは第１次計画の時にも言われており、成果は無いというの

が第１次計画の評価だったと思います。こういう部分は第２次計画で力を入れていけ

ればと思います。 

また、今の青少対の場合はどうすれば地域の健全育成になっていくかというのが見え

なくなっています。ある地区で今始めているのは、朝の挨拶運動で登校してくる子供

たちに挨拶しています。そういう風に変わっていかないといけないと考えています。 

 

【Ａ委員】 

人材育成の観点では、地域の担い手が変わってきていると思います。人材はいるとは

思いますが、その活動になかなかつながっていかないので、つなげ方によって、人材

というのは地域の中にはたくさんいるのではないかと考えています。社会教育関係団

体がＮＰＯ団体となったりと担い手や組織の在り方なども変わってきたりしているの

で、メッセージによって変わってくると思います。そこら辺をもう少し書き込んでい

ければ、違った担い手ということで、我々が気付けることがあればと思います。 

 

【Ｃ委員】 

リーダーの在り方は相手の立場になって動かなければいけないので、１人１人をフォ

ローしていくリーダーが必要になるかと思います。時代の中で変わってきていること

を認識しながら、リーダー養成について考えていかないといけないと思います。 

 

【Ｆ委員】 

うちの青少対は新しく入る方はＰＴＡ関係が多くなっています。なるべく学校関係の

人が残ってくれると学校や子供たちの状況も分かりやすいところもあります。ＰＴＡ

から出向してきた人は若い世代が多く、その人たちに青少対のことを理解してもらえ

るようにして、そこから話を広げてもらっていくようになります。まずは手伝っても

らうようにして、残ってもらえそうな人にはお願いをする形をとっています。 



- 6 - 

【Ｇ委員】 

スポーツに関しては、少子高齢化の影響を受け、特に団体スポーツは厳しく、高齢者

の方は個人で楽しむスポーツを行うことが多くなっています。大人を対象としている

スポーツに関しては、厳しい状況が続いています。地域の体力つくりにも言えます

が、なかなか役員の成り手がいなく厳しくなっています。体育協会は多くがボランテ

ィアなので、活動して良かったと思われる環境づくりをしていくことが行政の役割だ

と思います。そういうボランティアが活動してもらわないと事業が成り立っていかな

くなります。例えば、評価をしてあげるとか、研修会等を開催して資格を与えるなど

していけば活動しやすいと思います。そういうことをしないと地域からのリーダーや

役員は育たず、そういう人がいないと地域の活性化が出来ないと思います。 

連携ということは大事になっていき、学校や地域、行政や民間等を含めて、全てが影

響していくと思います。地域の横の連携が無いと人材の発掘が困難と思いますので、

そこのところが一番大事になっていくかと思います。 

 

【議長】 

年配の方が個人で活動していくことが多くなり、つながりづくりに発展していかない

と思います。個ではなく、団体やグループでできるスポーツなどでつながり、地域の

つながりを作っていくような生涯学習でありたいと考えます。地域の横のつながりや

基本となるのは担い手がメインになりますが、第２次計画の基本的な考えの中にも、

個人から様々なつながりを通じてというのが一番の基本になっていくかと思います。 

 

【Ｈ委員】 

青年会議所は２０代～４０代の方が中心で、自分の感覚でやりたいことで共感する仲

間同士で企画等を行っていきます。そこで新しく出会った仲間と新たなことを行って

いきます。固定された組織があり、その組織を支えるために活動し、そのためにリー

ダーを養成していくといった発想に縛られたくないと言った人が多いです。人生１０

０年時代で個のつながりを作っていくというのはまさにそうだとは思いますが、個の

つながりイコール組織ではなくなっていると思います。今までの８年間を考えていく

と、組織が疲弊した８年だったかなと考えますし、その分組織に縛られない若者たち

が自分たちでやりたいことを、この８年はスマホが普及した時代だと思いますが、そ

のツールを利用したつながりでやりたいことをやってきた８年だったと思います。こ

こから１０年を考えた場合、個のつながりは変わらないと思いますが、古い組織をど

う維持するかということではないのかなと考えています。 

 

【議長】 

個のつながりが大事になりますが、そのつながりをどうしたら良いか、新しいものを

見出す必要があると思います。個から盛り上がっていくことで、それを生涯学習とし

て、行政がどうしていくかが大事になるかと思います。 

 

【Ｃ委員】 

リーダーという言葉をどうとらえるかになりますが、つなぎ役だと思います。個人と

個人をつなぐ人が担い手になっていくかと思います。その辺を社会教育行政がどう考

えているのか、計画に反映できることがあると思います。 

 

【Ｄ委員】 

つなぐということでは中間になっていく人がいないといけないので、これから変わっ
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ていくかもしれませんが、その変化に合わせて、上手に中間となって受けてくれる人

がいればと思います。 

 

【Ｂ委員】 

今現在１０年先を考えていくと、新しい日常・新しい生活様式という形ということで

変わっていくかと思いますが、これから先１０年の生涯学習計画を立てるのにそのこ

とは頭に入れた方が良いのかというのを伺いたいと思います。 

 

【Ｃ委員】 

これからいきなり新しいことがこの１０年で出てくるかはどうかと思います。今ある

１０年間で考えれば良いかと思います。 

 

【Ａ委員】 

そういうことを含めて、少子高齢化が大きなテーマとなり、国も２０年後３０年後を

想定し、今の実態政策を考えており、それに応じて東村山市も実行しているので、そ

れとの関連でここのテーマを考えていきます。先ほどあったように、連携という言葉

や新しい時代の中での個というものをつなぐ媒介をどう考えていくか、多様な人がい

ることで、それは少子高齢化ということで一つの考え方になっていくのではないかと

思います。ですから、そういうことをコロナの問題を含めて、これからの１０年２０

年を考えていくことで、もう少し議論を深めていければと思います。 

 

【Ｃ委員】 

第１章第１節の国の答申がこの先１０年を見越していることになると思います。今現

在抱えている課題をどういう風に解決していくための計画であり、それが次の１０年

につながっていくので、今の課題を先送りにするのではなく、課題を解決する方向で

進めることで次の１０年が見えてくるかと考えます。 

 

【Ａ委員】 

第１次計画の課題に比べて、今回のテーマは少子高齢化が意識した地域分析がきちん

と出された内容だと市民の人たちに伝わればと思います。ここをあえて少子高齢化に

ついて取り上げていただいたのだと思います。時代が変わっている意識がもう少し無

いといけないと思います。 

 

【議長】 

少子高齢化でスポーツの話が出ましたが、個人で楽しんで、それがつながりに発展し

ないところもあります。担い手をつなぐために経験のある人が若い人たちに継承して

いくものも大事になっていくかと思います。個のつながりをいかに広げていくかとい

うことで、ＩＣＴ時代になっていきますので、１０年先になっていくとスマホが更に

普及していくので、その辺も含めながら、第２次計画の中に色々な地域の横のつなが

りを作るためには、どういう方策を持っていくかとなります。理念も少子高齢化をメ

インとしながら、こういう人が増えているので、こういう風にしたいとつながるかと

思います。 

 

基本理念についてもっと深めていきたいというご意見もありましたので、この辺も出

していきながら、次回の会議に行ければと思います。 

生涯学習計画策定の協議についてはここまでにして、次の報告事項になります。 
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３．報告事項 

 

（１）令和３年度関東甲信越静社会教育研究大会実行委員会 

    

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  次回 ９月３０日（水）１９時～ 市民センター 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

４．閉会 

●副議長よりあいさつ 

 

 

※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 


