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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１２回） 

開 催 日 時 令和２年１０月２１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） 

 

・杉本 みさ子議長・片岡 了副議長 

・福島 真理委員・伊藤 二葉委員 

・森田 明美委員・吉満 洋子委員 

・上田 幸夫委員・桑名 淳委員 

・小山 武士委員 

 

 

 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 

 

  

・桑原 純委員 

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 
 １名 

会 議 次 第 

１． 開会 

（１）あいさつ（課長、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 

 

 

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】 

こんばんは。時間になりましたので、第１２回社会教育委員会議を開催したいと思い

ます。開会に先立ちまして、議長よりご挨拶をお願いします。 

 

【議長】 

こんばんは。第２次生涯学習計画策定が進んでいますが、本日も多くのご意見を出し

ていただき、いいものを作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

２．協議事項 

【議長】 

それでは協議事項に入っていきます。１番の協議事項について説明をお願いします。 

 

【係長】 

前回の会議で分科会テーマについてご協議していただきましたが、最終的なテーマを

「ＩＣＴ普及時代における地域づくり」でいくことにご承認をいただきたいと思いま

す。また、事例発表の内容は今後募集をかけていただき、このテーマに沿った事例発

表を選定するので、事例の具体的な内容は今後検討させていただくことになります。 

 

【議長】 

テーマについて各委員から意見をまとめていただきましたが、よろしいでしょうか。 

 

（全員承認） 

 

２番の協議事項について説明をお願いします。 

 

【主事】 

前回の会議で提示した第２次生涯学習計画の方向性について、第５次総合計画やＳＤ

Ｇｓの内容が含まれていないということで、その資料を作成させていただきました。 

最初に第５次総合計画の内容で特に生涯学習の内容となるのが、基本目標２「ひとの

活力の向上」になると考えていますので、その内容を掲載しています。 

次にＳＤＧｓの内容で、大きな目標の下に目標４「質の高い教育をみんなに」という

内容が特に生涯学習の分野となるので、その内容を掲載しています。 

次に計画の方向性となり、生涯学習は幅広い年齢層となりますので、子どもや若者と

いった内容を入れて、全ての人が学べる環境づくりや学べるためのきっかけづくりが

より重要という内容を追記し、その学びをきっかけに社会参加や居場所づくりになる

などで様々な方面に広げる生涯学習が必要という内容になります。現在は様々な学び

がありますが、その中でも地域での学びが課題となり、そのような学びの環境づくり

をしていくことが重要となり、学びから交流の促進や社会参加、居場所づくりなどが

出来て、学習成果が地域に活かせる環境づくりをしていくことを掲載しています。 

次に本計画をどのようにしていくかという内容になっています。 

第５次総合計画は、まず将来都市像があり、計画の中で生涯学習に大きく関わりを持

つのが、基本目標２「ひとの活力の向上」の部分が大きくなると思います。 

ＳＤＧｓの内容となりますが、教育に一番関わりが大きいのは、目標４「質の高い教

育をみんなに」となります。その中のターゲットを簡潔的な内容を掲載しました。 

次のページで前回の各委員のご意見と共通内容について羅列させていただきました。 

第２次生涯学習計画の方向性をご協議していただき、その方向性を踏まえて、今後の
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協議のためにご検討していただければと思いますので、よろしくお願いします。 

 

【議長】 

計画の方向性について各委員からご意見をいただきながら進めていき、これを踏まえ

て、基本目標に入りたいと思いますので、ご意見いただければと思います。 

 

【Ａ委員】 

「学びを地域等で更に広げていくためには、地域全体の学びが必要となります。」で

すが、例えば、学びの成果を共有していくことや人が繋がっていくとかで広がるとい

う形で考えられますので、この辺を分かりやすく修正していただければと思います。 

 

【Ｂ委員】 

地域全体の人々が学ぶということか地域全体というそのものが学んでいくのか、その

言葉が意味するものが繋がらないという印象を受けました。 

 

【Ｃ委員】 

地域全体の人々の学びが必要となるとなるのではないでしょうか。 

地域の物を学ぶのではなく、地域のみんなで学びましょうという意味かと思います。 

 

【Ａ委員】 

学びを共有し、学んだことに対して、みんなが学んでいくことでつながりが生まれる

ということではないでしょうか。 

 

【Ｃ委員】 

今後協議を進める上で、文言整理をしていければ良いと思います。今はこういう内容

と共通理解をしていければと思います。 

今までの協議で個々での内容が色んな学びがあり、その学びを広げ、それによって、

学びも活かされ、市民の生活も共有して、どんどん広がっていければという流れにな

っていたと思います。そうすると、この辺の捉え方は一緒になるかと思います。 

 

【Ｄ委員】 

「地域全体の学びが必要になります。」の後に課題が掲載しています。その課題を解

決することで、多様な学びや活動が交流の促進・社会参加・居場所づくりと繋がって

いくとなっていますので、「地域全体の学びが必要」という表現はいらないと思いま

す。学びは学ぶこともあり、学んだことを伝えることや共有することもあり、かなり

広い内容になっていくかと思います。こういうことをしていくことで広まっていく。

そして豊かになっていくとなりますので、地域全体の学びということをここで言って

しまうので、戸惑いが生じてしまうかと思います。 

 

【Ｅ委員】 

各委員のご意見を入れ込もうとして、そのせいで分かりにくい内容になっているかと

思います。まとめてすっきりすれば分かりやすくなっていくと思います。 

 

【Ｆ委員】 

「様々な」という言葉が今回の資料にたくさん出ています。その言葉に思いが込めら

れていると思います。それを「多様」や「豊かな」という表現にしていくこともあり
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ます。色んな学びを広げたいと気持ちは伝わりますが、その辺を整理した方が良いか

そこを一番言いたいのか考える必要もあるので、ご意見をいただければと思います。 

 

【議長】 

各委員のご意見を大事にしていきたいということで、このような表現になったかと思

いますが、読み手としては、やはり理解しやすい内容が良いので、気になる部分や修

正した方が良い内容などの意見を出していただくとまとめやすいと思います。 

 

【Ｇ委員】 

方向性について一言で言えていないと思います。ここでは、学びがまちづくりに繋が

っていくということがポイントだと思います。文章を整えて、そうした地域全体が必

要というのは、まちづくりに繋がるような学びが必要だと言おうとしているかと思い

ます。何を言いたいかを共有できれば、文章とかも整理できるかと思います。 

 

【議長】 

今まで方向性については、皆さんの意見をまとめて出していただいていますが、その

内容を今後に繋げていかないといけないと思います。 

 

【Ｇ委員】 

表現などの言葉を整理していくとなれば、頭から行っていくことも大事かと思います

が、後に修正していくということで、今のところは先に進めていくべきではないでし

ょうか。 

 

【議長】 

もう少し共通理解をしていく議論をして、何を大事にするかを決めていくか、基本目

標に入り、施策の体系化に入るときにこの辺を変更していくという方法があります。 

 

【Ｇ委員】 

議論の仕方としては、その方法でも良いと思います。 

 

【議長】 

施策の体系化に入るときに方向性について検討していくことになります。基本目標に

ついて検討するため、第１次生涯学習計画基本目標の成り立ちについての説明です。 

 

【主事】 

第１次生涯学習計画基本目標の成り立ちについて説明します。第１次生涯学習計画で

も骨組みがあり、その中で第４章の内容をもとに基本目標が出来たと考えられ、この

文言は「生涯学び続けられるまち東村山」からと考えられます。 

基本目標１は、生涯学習の基礎作りで、人間形成の基礎となる家庭・学校・地域が連

携をし、家庭教育や子どもの学習環境の充実を図ることが内容になります。 

２番は多様な学習・スポーツの機会と場の提供となり、より多様な学習が出来るよう

に、ライフスタイルに合わせた学習機会の整備やイベント等を通し、学習成果の発表

や交流学習のきっかけづくりを行う環境づくりが重要になるという内容になります。 

３番は地域人材等の育成、・活用、団体支援で、ボランティア活動の推進がメインと

なり、核となる人材育成や地域人材の発掘など活動を支援する内容だと思います。 

４番は生涯学習の整備となり、生涯学習に関する情報提供や市民参加を促すために、
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行政の横の連携や生涯学習に関する交流などが必要になるとあります。 

第１次生涯学習計画基本目標の成り立ちや第２次生涯学習計画の方向性等を踏まえ、

基本目標や施策の体系化についてご協議いただきたいと思います。 

 

【議長】 

第２次生涯学習計画なので、第１次生涯学習計画のものとかけ離れることはよくあり

ませんので、第１次計画の基本目標１～４についてはこのままでいかがでしょうか。 

 

【Ｄ委員】 

ＳＤＧｓの目標４「質の高い教育をみんなに」にターゲットがいくつか存在していま

す。このターゲットと基本目標は結び付いていないと、ＳＤＧｓの教育目標に結びつ

いていかないと思います。第５次総合計画に関連すると、生涯学習計画も質の高い教

育をみんなにというＳＤＧｓの４番の目標を具体的に進めていこうとなり、このター

ゲットには、こういう施策が望ましいのではないかという形になるかと思います。 

 

【Ｃ委員】 

前回だと基本目標はそのままで文言は変えるとありましたが、基本目標は第１次生涯

学習計画４つを踏襲し、その下の目標等を変えるのか、文言を変えるのでしょうか。 

 

【議長】 

新しい内容を取り入れていく時に、文言が合わない部分が出てくるので、変えてもよ

いのではないのかという意見もありました。 

 

【Ｇ委員】 

基本枠は変えないで、目標や小項目をアレンジされるという内容だったと思います。 

 

【課長】 

第１次生涯学習計画の振り返り等を踏まえて、現在の状況に合わせて、会議で承認を

されれば微調整してもよいという話をさせていただきましたが、スタートする時に

は、基本目標は基本的にこのままにし、その下について今の現状と合わせていき、今

後を見据えた施策を展開していくという話で事務局でもそのように考えていました。 

 

【議長】 

基本目標の文言は変えず、詳細は施策の中で１０年経った内容、これから１０年を見

据えた内容にすればと思います。基本目標の文言はこのままでよろしいでしょうか。 

 

【Ｇ委員】 

小項目を協議していく中で、違いが出てくれば変えていければ良いかと思います。 

今はそこからどんな課題等が枝分かれていくかということだと思います。 

 

【議長】 

では、基本目標は第１次生涯学習計画をそのままにしていくことになります。 

 

【Ｆ委員】 

今まで協議で質の高い教育にこだわっていくということになって、第１次生涯学習計

画は生涯学習を広めていこうという量の問題であれば、質の問題が第２次生涯学習計
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画の内容になることを協議していただいたと思います。質の高さとは何かとなって、

多様なというのも質の多様さを組み込んでいく議論が必要になるかと思います。 

そうすると、今まできっかけづくりを重点に置くのは、修正が必要になっていくかも

しれません。議論の方向によっては、行ったり来たりすることが必要ということを確

認したいと思います。質の高さにこだわって議論していくことでよろしいですか。 

 

【Ｄ委員】 

質の高い教育も方向性の一つと考え、Society5.0 を意識し、次の１０年はＩＣＴとＡ

Ｉがメインとなり、それを意識した施策を展開していかないといけないと思います。 

 

【議長】 

小項目に質の高い教育という内容を組み込んでいかないといけないと思います。 

 

【主事】 

目標や小項目の決め方については、第１次生涯計画の小項目についての検討や新しい

内容をどう組み込んでいく必要があるかなどのご意見いただければと思います。 

 

【議長】 

目標や小項目については、第１次計画より少しシンプルにまとめていく方が良いと思

いますし、その中に新しいものを入れていく形になるかと思います。 

 

【Ｃ委員】 

ＳＤＧｓの目標４「質の高い教育をみんなに」にターゲットがありますが、それは今

まで我々が協議した項目に当てはまっていると思います。今まで協議した結果を踏ま

え、削除したり残したりして、そこからはめ込めていければ、内容をどうするかが出

てくると思います。新しい内容を踏まえて、もう一つ施策が出来ても構わないと思い

ます。今後１０年間に対応する新しい内容が組み込んでいく形でよいかと思います。 

 

【Ｅ委員】 

第１次生涯学習計画の検証内容を見て、どうするかということになると思います。文

章だけでは判断できないので、検証した内容を確認し、作業すればと思います。 

 

【Ｇ委員】 

その検証内容をはめれば、基本目標と合うと思いますが、今までの総括を踏まえた議

論が行われた上で、基本構想に含まれていることをどこかで説明がないといけないと

思います。計画の方向性がはっきりしないのは、その総括がはっきりしていないで、

学びがまちづくりに繋がるという話が異なる場合は、話が変わると思います。 

 

【Ｃ委員】 

方向性としては、学んだことを広げていき、最終的に豊かなまちづくり・人間づくり

に繋がっていくと思います。そこに行きつくための生涯学習計画になると思います。 

 

【議長】 

今までにやってきたことをもとにして、新しいものが入ってくると思うので、その作

業はこれからやっていく形で、最終的にはまちづくりに繋がっていくかと思います。 

１つ１つもう一度見直し、変更した方が良い目標など追記する形になると思います。 
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【Ｆ委員】 

ＳＤＧｓの質の高い教育という内容は、基本目標１の内容が中心で子どもの教育がメ

インとしていると思います。他は、目標４のみではなく、ＳＤＧｓの様々な部分は関

わっていくことになります。２～４はもっと広く見ていく必要があるかと思います。 

ここで提案になりますが、分科会を作る必要があるかと思います。 

 

【Ｃ委員】 

施策の体系化で中身のないものを提示していただき、意見をはめ込むことが出来るか

と思います。もともとのこれでよいと思ったら、そのまま入れていければと思います

し、全体的に変えたいと思う部分もあると思います。 

 

【Ｇ委員】 

ＳＤＧｓの項目が計画のどこに入るかを入れ込んで、それに関係する小項目が考えら

れるかを少しはめた上で、残すかどうかをしていかないといけないと思います。 

先ほどの質の高さというのはＳＤＧｓがいうようにこぼれ落ちる人がいないように全

ての人にとか貧困の問題や困難を抱えた人をカバーできるようなことを考える質の高

さということになると、第１次生涯学習計画の内容は異なってくるかと思います。 

 

【議長】 

施策の体系化についてそれぞれで行うのではなく、分科会で進める方がよいか、皆さ

んから意見を多くいただく形の方がよいのかと思います。 

 

【Ｄ委員】 

４つの基本目標とＳＤＧｓ目標４のターゲットは２つのグループできれいに収まって

いると考えます。２つのグループに分けて、基本目標ごとにそのターゲットを意識し

た小項目を考えていく形だと思います。その視点として、時代に合った内容で果たし

て小項目に入ることが出来るのかという議論をしていければと思います。２つの基本

目標に対して、５人の人がディスカッションをすれば意見も多く出るかと思います。 

 

【議長】 

次回は基本目標１・２のグループと３・４のグループで話し合いをして、途中で情報

交換を行っていく形になるかと思います。４つの部分をターゲットごとにまとめて、

自分だったら、こっちがよいという風にグループ分けしていければと思います。 

 

【Ｂ委員】 

施策になりますと、その内容は行政の部署が実行をしていく形になるかと思います。

本会議でこの施策と持っていったときに、行政の部署でどこがどのような形で実行す

るかは、どういう形ですり合わせていくのかというのをお聞きしたいと思います。 

 

【係長】 

いただいた意見は関連する部署と協議・ヒアリングをして作成していく形になるかと

思いますが、具体的な内容となりますと、所管ごとの考えも出てくると思いますの

で、そちらについては、今後ヒアリングをしていく形になっていくと思います。 

 

【Ｂ委員】 

今後のスケジュールにおいてある程度３章の確定は、その内容を含めて確定ですか。 
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【課長】 

こちらからの意見をまとめて、各所管との施策に合えば、課題と方向性等を書いても

らったのを吸い上げていくことになると思います。詳細は検討していきます。 

 

【議長】 

では、そういうことで次回はそのように進めていきたいと思いますので、よろしくお

願いします。では、今日の協議事項はここまでとなります。 

 

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東京大会実行委員会 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  次回 １１月２５日（水）１９時～ 市民センター 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

４．閉会 

●副議長よりあいさつ 

 

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 


