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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１６回） 

開 催 日 時 令和３年２月１７日（水）午後７時～９時 

開 催 場 所 リモート開催 

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・桑原 純委員 

・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 

 

 

  

・桑名 淳委員 

 

傍 聴 の 可 否 
傍聴不

可 

傍聴不可の

場合はその 

理由 

今回はリモート開催に伴

い、機器及び会場確保が

難しいので、傍聴は不可

とする。 

傍聴者

数 
  

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）その他 

 

 

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。第１６回目の会議を開催していきたいと思います。 

それでは開会に先立ちまして、議長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

【議長】 

本日は基本目標１～４の小項目までは決めていきたいと思いますので、ご協力のほど

をよろしくお願いします。 

 

２．協議事項 

【主事】 

１月書面開催でいただいたご意見をもとに、協議事項等を作成させていただきました。

協議事項についてご協議した後に、基本目標ごとにご意見を頂ければと思います。 

今回は施策の体系化の内容についてご協議していただきますが、本日の内容について、

実際に行っている関係機関にヒアリングを行っていきます。その内容を皆様に提示を

して、再度ご協議していただきたいと考えていますので、よろしくお願いします。 

 

【議長】 

では、協議の方に入っていきたいと思います。 

まず基本目標１の子どもの特性という内容ですが、小項目を削除した方が良い意見が

出ていますが、この内容についてご意見をお願いいたします。 

 

【A 委員】 

子どもたちへの学習支援を社会教育の立場で考えたり、社会教育につながる学校教育

との関わりを考えたりすることで、学校教育の内容だけを外せばよいのではないでし

ょうか。 

 

【B 委員】 

経済状況とか個々の特性は色んな子がいます。他市では色んなネットワークを作って

経済が貧困している人たちに対して、学習機会の場を作っています。ですからこれは

十分社会教育の部分に入ってくると思いますので、その部分は残すべきだと思います。 

 

【A 委員】 

表現にそのような内容を盛り込み、子どもの学習支援の充実を図ることになります。

柱建てをどのようにしていくかは置いておき、個々の特性や経済状況に合わせた学習

の充実を図ることで良いと思います。 

 

【議長】 

では次にいきますが、進学・就労等の支援の内容となります。 

 

【A 委員】 

学校教育でもなければ、社会教育でも手薄になっていく中高生や大学生を含めた若者

でここはカテゴライズされていると思います。 

 

【C 委員】 

地域に関わる伴走型の進学・就労という内容についてのイメージが湧きません。 

若者に寄り添っていくということなら社会教育として分かりますが、例えば就職先を
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探しますというのではないと思います。 

 

【B 委員】 

地域が隣のおばちゃんやおじちゃんみたいな人たちが関わるような伴走型ということ

で、そういう人たちが関われるような進学・就労支援での伴走型となります。 

 

【C 委員】 

進学・就労支援は専門の機関とかがありますが、そういうところではなくて、寄り添う

とか話を聞いてあげるとかで、そこまでここに書く必要性があるのかなと思います。 

 

【A 委員】 

アドバイスや相談などの運営を社会教育でも進めていくことになると思います。 

若者支援については児童行政か福祉関係でアプローチしています。そこと連携をしな

がら若者をサポートすることを出来たら良いということになります。 

 

【C 委員】 

若者への支援というので全体がまとまると思われます。そこまで書く必要はなく、記

載する場合は、その下に書いていくということですっきりしていくと思われます。 

 

【E 委員】 

安心安全の居場所の提供で子どもが来やすい施設の在り方や放課後子供教室などで対

象が小学生とかになるので、今の中高大に含まれないかと思います。 

ここの部分を若者に絞るのであれば、他に移動させるか内容を削除するかと思います。 

 

【C 委員】 

前回は子ども・若者ってなっていましたが、今回は子どもが消えています。 

 

【A 委員】 

今回は若者について主体として支援活動を出していくということでこのようになった

と思われます。特に近年中高大生でなかなか行き場がない人たちにどのようにして社

会教育に参加させるかが大きなテーマになっていますので、こういう柱建ては意味が

あると思います。でもこれを本当にやれるかどうかはなかなか難しいと思われます。 

 

【C 委員】 

この内容は子どもの学校外活動への移動で良いと思います。 

 

【議長】 

では、次の基本目標２に入って、多様な人権を理解する学習の推進と共生社会実現に

向けた学習の推進を統合した方が良いという意見が出ています。 

 

【C 委員】 

多様な人権を理解するというのと共に生きるというのは似た意味になり、人それぞれ

のことを考えれば人権の理解につながるので、統合した方が良いと考えました。 

 

【A 委員】 

今回の内容は SDGｓと関係した文脈で２つに独立した内容になっていると推測しま
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す。この辺りはあまり書き込むことはできないかもしれないが、東村山市の掲げてい

るテーマに沿って、１つの柱にしておいた方が良いと考えられていると思います。 

 

【B 委員】 

総合計画でも分かれていて、人権の内容については詳しく書かれています。 

子どもの権利を正しく学び、保護者も学び、多様な人権を理解するということと考え

ます。子どもも社会の一員としての権利があることを学んでいかないといけないと思

います。子どもたちは全生園の人たちについて学ぶことももちろんですが、子どもに

も人権があることを学び、そこも含めて人権について考えてほしいと考えています。 

 

【議長】 

人権の学習を大事にしていくことと共生社会実現に向けた学習機会とは異なるという

ことになると思いますので、ここは統合しないで残すとなると思います。 

次の「循環型社会とライフスタイルに応じた学習機会について」で削除するという意

見があり、ここのところは削除する場合は中身についてどうするかになります。 

 

【F 委員】 

削除にして中身は多様な課題の部分に移動でよろしいかと思います。 

 

【議長】 

ではその内容については移動する形で行きたいと思います。 

では基本目標３に入ります。リーダーの育成という表現が時代にそぐわないというこ

とですが、東村山市のリーダーという意味も説明していただけると良いかと思います。 

 

【D 委員】 

リーダーにここまでの高度なことを求めているわけではなくて、地域と一緒にという

ことで、若者に限ると自分より下の子へのいろんなことを面倒見ることができること

と考えています。今の時代にそぐわないというのもありますが、東村山市の精神を持

ってきているのでこの表現については残していくべきと考えます。 

 

【G 委員】 

時代ごとにリーダーの在り方が変わってきていると思います。補足でコーディネータ

ーとか世話人を入れて、それがリーダーになるか思います。事業としてリーダー養成

がありますが、青少年と大人のリーダーというのは異なると思います。みんなで支え

ていくような関係性で社会教育になると世話役といった方が一番合っていると思いま

す。その言葉を使うかが問題ではなく、従来の事業として求められているリーダーと

これから必要とされているリーダーと区別して議論した方が良いと思います。 

 

【C 委員】 

呼び方についての問題なら、先ほどの話のようなことで良いかと思いますが、東村山

市らしい生涯学習計画を作らなければならなければ、昔から東村山市はリーダーとい

う言葉を使っていたので、リーダーという言葉を残した方が良いかと思います。 

 

【H 委員】 

個人がやりたいことをタイミングがあったもの同士が集まり、場面ごとにつながりを

変えて個性を発揮していき、その経験の中で人との関わりで人との関わり方、コーデ
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ィネートの仕方、自分の意見の出し方などを磨き上げると思っています。リーダーと

いう言葉を使っても良いと思いますが、リーダーの中身が変わってきていると思いま

すので、そこに求めるものは何かを時代に合わせたものにしていければと思います。 

 

【議長】 

東村山市の特徴を活かして、リーダーという言葉を残していき、その中身について時

代と共に変化していくことでこのままリーダーという言葉を使うようにします。 

ボランティアの表現についてはいかがでしょうか。 

 

【G 委員】 

初めからボランティアをするためにというのはハードルが高くなっています。だから

といってボランティアがいらないのではなく、もともとボランティアというのは自然

発生的になるもので、必要な時に必要なボランティアが集まってくると思います。行

政が育成するということではなく、ボランティアができる環境を整えていくという表

現に変えた方が良いかと思います。ボランティアをどうするかは自治体と市民のかか

わり方を表す大事な事柄で、ボランティアをどうするかということになります。 

 

【A 委員】 

リーダーは養成・育成になっていくと考え、なかなか担い手がいなかったりする中で、

地域活動の担い手を社会教育で作っていくということははっきりしていると思いま

す。ボランティアは自発的なものになりますので、そこのところに同じ文脈で考えず

に、ボランティアは育成養成するものではないというのは妥当な意見だと思います。

ボランティア活動をやってみようと思うがなかなか手が出ない人たちにどうやってマ

ッチングしていくで、つなげていくような役割は社会教育では必要かと考えています。 

 

【議長】 

では、協議事項が終了したので、ここからは基本目標ごととなります。 

基本目標１からとなり、子育て支援ではなくて、家庭教育支援を推していくことにな

りますので、家庭教育支援を支える環境整備でよろしいのではないのでしょうか。 

 

【B 委員】 

親子が共に育つというのにした理由としては、家庭教育というと対象が親になります。

それが市民の方が親というのがしっかりと共有できているのが少し疑問なところがあ

るので、親子が共に育つという内容が良いかと思います。家庭教育をしつけと考えて

いる人が多くいると思いますが、誤解されない文言の方が良いかと思います。 

 

【H 委員】 

個人的には親子が育つという表現の方が良いかと思います。 

 

【議長】 

ではここは親子が共に育つ環境整備ということで行きたいと思います。 

次も小項目が２つ出てきて、子どもの特性に合わせた学習機会とあらゆる子どもに質

の高い自由な学びの提供となっています。 

 

【D 委員】 

これは SDGｓの文言から引っ張ってきたと考えた表現だと思います。 
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【議長】 

では、あらゆる子どもたちに質の高い自由な学びの提供でいきたいと思います。 

次は健康学習の支援と健康づくりにつながる学習支援ということになっています。 

 

【E 委員】 

もともと健康寿命の講座や高齢者の居場所と分かれていたので、基本的に高齢者対象

だったので、一緒でも良いかと思いました。小項目については、健康づくりにつながる

ということで、いろんなものを含めているので良いかと思います。 

 

【議長】 

小項目については健康づくりにつながる学習支援でまとめていき、食育とかスポーツ

も入るということですが、アルコールやギャンブルについてはいかがでしょうか。 

 

【D 委員】 

生涯学習計画の中では特定の内容を出すべきではないと思います。 

 

【議長】 

では、ここを削除していくようにします。 

次の多様な人権を理解する学習の推進で、子どもの人権についてはいかがでしょうか。 

 

【B 委員】 

子どもの権利に向けたというのは、子どもが学ぶ人権学習と子どもの権利を学ぶとい

う２つの意味をしているところで、主権者教育でシチズンシップとありますが、子供

の頃からずっと東村山市に住みたいとかという思いを持つことができることになりま

す。例えば、遊び場がなくなってしまい、どうしたらいいのかというのを子どもの頃か

ら考え、みんなで考えてそれが実践したものができて、さらに東村山市にいて良かっ

たとなると思います。そういう社会参画できる仕組みを作ることになります。 

 

【A 委員】 

今の話ではシチズンシップという表現は多面性を持った説明になっていくと思います

が、そういう意味では地域に対する意識を形成するということと市民としての意識と

して、自分としての考えを表明できることや環境整備して自分の考えを出すことがで

きるとかで色んな意味があるので、先ほど出てきたように他の部分と絡んでいくかと

思いますので、一旦残し、再調整をする必要があればする形で良いと思います。 

 

【議長】 

次の共生社会実現に向けた学習の推進となります。 

 

【D 委員】 

国籍・性別・障害に関わらず、全ての人が学びやすいとなりますので、障害のある人も

外国籍の人も理解促進と学べる機会の創出とした方が良いと思います。 

 

【議長】 

次の多様な課題に応じた学習機会の充実とたくさんの項目が出てきています。 

環境とかについては入れるということで地域課題になっていくと思います。 
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【G 委員】 

多様な課題なのでということで、多様でなければなりませんので、課題として、５つだ

ということで良いのかということになります。 

 

【議長】 

では実際に行っている関係機関との調整をしていくことでいきたいと思います。 

次の内容で小項目が危機管理学習と防災体制・地域安全体制に関すると２つあります。 

 

【H 委員】 

生涯学習計画なので、危機管理学習の推進だと思います。防災体制となると地域安全

とかになると体制や対策を作っていくとなると学習とは異なると思います。 

 

【E 委員】 

第５次総合計画にその文言があり、防災や地域安全の内容だったので書かせていただ

きましたが、社会教育という観点から見ていくと体制とは異なると思いました。 

 

【D 委員】 

新しく入られた内容については大事なことではありますが、個々の問題を計画に１つ

１つ取り上げていくべきではないと思います。 

 

【議長】 

それでは今回新しく入ってきた内容についてはいれないことでいきたいと思います。 

基本目標３に入ります。ここについては、先ほども協議をしたので、後は担当する所管

との関連性を検討する形で行きたいので、このままでいきたいと思います。 

 

基本目標４に入っていきますが、何か意見ございますか。 

 

（特に意見無し） 

 

基本目標１～４の小項目について協議しましたが、施策の体系化は仮で振り分けてい

ただいたので、文言等についてはまた修正していくということで行きたいと思います。 

 

３．報告事項 

 

（１）その他 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  次回 ３月２６日（金）１９時～ 北庁舎第２会議室 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

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 


