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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２０回） 

開 催 日 時 令和３年６月１１日（金）午後７時～９時 

開 催 場 所 東村山市役所いきいきプラザ４階（WEB 会議） 

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 

・伊藤 二葉委員・小山 武士委員 

・森田 明美委員・吉満 洋子委員 

・上田 幸夫委員・桑原 純委員 

・織茂 直樹委員・福島 真理委員 

 

 

朝岡 雅洋 社会教育課長 

野﨑 美里 社会教育課生涯学習係長 

加治  駿 社会教育課 主事 

 

 

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（議長、課長） 

 

 

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）第５２回関東甲信越静社会教育研究大会研究大会東京大会 

 

（２）成人年齢引き下げに伴うアンケート結果について 

 

 

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・野﨑・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．開会のあいさつ 

【課長】 

皆様こんばんは。第２０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】 

こんばんは。臨時会議ということでお集まりいただきありがとうございます。 

本日は素案内容を確認していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

２．協議事項 

【主事】 

本日は修正素案について、今回の協議点を踏まえて、本修正素案の内容について確認・

協議していただき、本修正素案について確定し、次回以降は文言修正や微調整を行う

ようにしたいと思います。修正素案の修正箇所及び協議点について説明します。 

Ｐ９の目的の内容について、新たに図を作成していくようにしました。 

Ｐ１２・１３でそれぞれのグラフに対して、説明の内容を入れています。 

Ｐ１４で意識調査について特に変化がある内容についての説明を入れています。 

なお、Ｐ１２～１４は、今回の協議点１つ目となっています。 

Ｐ２８については、項目ごとに柱建てしていきました。また、前回の会議にてご指摘の

あったＳＤＧｓとの関連性について修正します。基本的な考え方についての内容を強

調していくような内容にしていきました。 

Ｐ２９の基本目標で文言のご意見があったので、確認していただければと思います。 

こちらの内容については、協議点２つ目となっています。 

協議点３つ目は、施策の展開についての内容となり、小項目と目指す姿の文言の修正

が入っていますので、そちらの確認からお願いできればと思います。 

内容の修正についても入っていますので、その内容について説明していきます。 

Ｐ３２について、施策内容にて、子育て世代や働きながら学ぶことが出来る機会を提

供することについて新たに追加しています。 

Ｐ３５について、小項目において、困難を抱える若者への支援についての内容と若者

の学びについての内容の記載があったので、どちらとも網羅できる内容にしていける

ような内容にしていければと思います。 

Ｐ３９については、方向性２番にて、男女参画の内容について、第１章第３節にて女性

の社会参画や就労支援に関連した内容を追加しています。 

Ｐ４５について、方向性２番にて、地域コーディネーターを活用して、地域人材を確保

する内容を追加しています。 

Ｐ４８について、方向性２番で社会教育施設以外での公共施設も活用して、生涯学習

や社会参加ができるような取組をしていく内容に修正をしています。 

Ｐ４９について、方向性２番にスマートスクール構想による ICT 活用の推進を図るこ

とと、ICTを活用したオンライン講座などの検討をする内容を追加しています。 

Ｐ５０について、職員が市民の学習支援を行うことが出来るための役割を果たしてい

くようといった内容に修正をしています。 

こちらについては変更した内容を中心にご意見いただければと思います。 

残りの協議内容については、前回話し合いがあまりできなかった内容と最後に全体を

通じて確認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。 
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【議長】 

協議事項（１）の第１章第３節のデータの内容についてのご意見をお願いします。 

 

【Ａ委員】 

P１４の統計調査から母子世帯の半分以上が貧困家庭、全国的な傾向を踏まえるとなっ

ていますとありますが、そこまで読み解けるか分かりません。この内容は総合計画で

触れている内容となり、生涯学習とどのようにつながっているのか分かりません。 

 

【Ｂ委員】 

その内容は社会教育委員の意見をまとめることを目的にしているのではなく、東村山

市教育委員会の内容となります。今のようなご意見があれば出していただき、最終的

には、東村山市教育委員会で調整していただき、その検討結果を報告していただくと

いう進め方にしていければよろしいのではないでしょうか。 

 

【議長】 

各委員で意見を出し、最終的に事務局にお任せするということで行きたいと思います。 

 

【Ｃ委員】 

前回は統計データの中で、満足度も上がっていますが、不満足度の割合が上がってい

るとなっていたので、そのコメントがあった方が良いということとその内容が施策に

活かすべきという意見だったので、それが触れてあればここは良いと思います。 

 

【Ｄ委員】 

データの下に新たな文言が入っていますが、現状として載せているのであれば、それ

ぞれに書かずに最後にまとめて書くか、その内容を削除しても良いかと思います。 

 

【議長】 

次の（２）Ｐ２８で第５次総合計画・ＳＤＧｓとの関連性、基本的な考えと分けて柱建

てしていった形になりましたが、いかがでしょうか。 

 

【Ｃ委員】 

ＳＤＧｓの関連性について、「じつは～」でＳＤＧｓとの関連性を言っていますが、第

５次総合計画の基調、市全体の計画に共鳴しているとありますが、むしろＳＤＧｓの

考え方に共鳴するといった方が、より関連性が明確になっていくと思います。 

 

【議長】 

基本目標について、文言修正のご意見がありましたが、今までの会議にて文言はこの

ままでいくとなっていましたので、これでよろしいでしょうか。 

 

【Ｅ委員】 

全体の考え方として、市民と行政が協働で行うイメージなのと「支援」というのは、行

政の上からやるイメージと考えるので、支援というのは合わないと思います。 

基本目標１は推進、基本目標２は充実に修正しても良いと思います。基本目標３につ

いては、「活用」を協働の仕組みづくりや連携という文言にした方が良いと思います。 
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【Ｂ委員】  

前回委員から基本目標について出てきましたが、今回の内容でそのままになった理由

を説明していただければと思います。 

 

【主事】 

前回の修正するご意見をいただきましたが、今までの会議にて変更しないとなったこ

とや変更内容を下の小項目に入れ込むなどの工夫をすればと考えています。 

 

【Ｂ委員】 

基本目標３などについては、小項目の一部に出てくるだけで他ではあまり出てきませ

ん。むしろ支援という言葉を持っていきたいということでしょうか。 

 

【主事】 

連携や協働という言葉が入ってくればと思います。 

 

【Ｂ委員】 

支援という言葉を載せていくとなったのは、大枠を変えていかないという消極的な意

味だと思いましたが、積極的に入れる理由があれば説明をいただければと思います。 

「支援」という言葉が上から目線ということはなく、福祉分野で支援という言葉が出

てきて、それが生涯学習分野でも使われるようになったと思います。 

 

【Ｆ委員】 

市民同士がつながったり学んだりするために、行政がバックアップしていくことが必

要なので、支援という言葉で良いかと思います。 

 

【議長】 

協議点３つ目の施策の展開について行っていきます。 

 

【Ｂ委員】 

「目指す」を平仮名にした方が良いと思いますが、今までも漢字になっているので、な

ぜ変えたのかという話になっていくので変えない方が良いのでしょうか。 

 

【議長】 

第１次生涯学習計画ではそのようになっていると思いますが、ここは踏襲しなければ

いけないということはないと思います。 

 

【Ｇ委員】 

普段はその表現を漢字で使っているので、こだわりがあるわけではありませんが、東

京都も体の一部の漢字を避けるとなっているので、そういう意味も含めるのであれば

平仮名でも良いかと思います。 

 

【Ｈ委員】 

「目指す」もそうですが、体の一部を漢字にしていることは気になります。 

他の表現でも平仮名と漢字が混在しているなどの統一性が無いことは気になります

が、今後の文言修正を行うときに検討する内容になると思います。 
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【議長】 

では、そのようにしていき、Ｐ３２で親子が育つというので、両方への支援ということ

と、親子にも様々な人もいるので、そのような文言が入り、施策の展開で新たな内容が

追加されています。 

 

【Ｂ委員】 

東村山市の市民分析と絡んで、様々な家庭ということで、親と子の中に困難を抱え、支

援を必要とした家庭について念頭に置かれた内容になっていると思います。 

市民にとって、どんなことが必要なのかという地域分析との関連が出てきているのは

意義のある内容だと思います。 

 

【議長】 

Ｐ３３について入っていきます。 

 

【Ａ委員】 

地域コーディネーターは居場所とかを作るのではなく、その橋渡し役ということとな

り、その内容を入れるなら、連携などが含まれた文章を作り直してほしいと思います。 

 

【議長】 

次の P３５について、小項目が２つ、困難を抱えるという文言が入っています。 

 

【Ｂ委員】 

小項目について、若者の学びについて記載して、困難を抱えるという内容を下の現状

と課題の部分に盛り込んでいければよろしいのではないでしょうか。 

 

【Ｅ委員】 

全体の内容が入る方を入れ込んでいければと思いますが、困難な若者を強調するかし

ないかのどっちかになっていくかと思います。 

 

【議長】 

現状と課題に入っていますので、小項目では全体の内容が入る方が良いかと思います。 

次は P３９、目指すべき方向性の２番についてとなります。 

 

【Ａ委員】 

今はシングルマザーも多いですが、シングルファザーもいますし、コロナ禍で男も女

も仕事を探しているので、あえて女性と分けていく必要があるのかということです。 

また、就労支援というのは、生涯学習とどうつながっていくのでしょうか。 

 

【Ｂ委員】 

働くために色んな年齢層の人が困難を抱えているので、単に職場があればよいという

ことではなくて、どういう風に生きていくかということについて、生涯学習が受け止

めていく必要があるということが最近の関心になっていると思います。 

ですので、労働行政に任せるだけではなくて、生涯学習も持つ役割もあるということ

ですが、ここを働く市民と一般にしてしまうと、困難を抱える人に対してのきめ細や

かさが抽象的になっていますので、意識的に書き込んでいければ良いと思います。 
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【Ｅ委員】 

大学に行きながらも働くことが出来ることや更なるステップアップできるというリカ

レント教育ということでよろしいのではないでしょうか。 

 

【Ｂ委員】 

リカレント教育というのは、働いている人がまた学校に行くということになります。 

 

【Ｆ委員】 

行政で講座などを開いていかなければいけないということでしょうか。 

 

【Ｅ委員】 

公的機関でそのような情報を流すということになると思います。 

 

【Ｆ委員】 

それは行政に決めてもらうで、後は事務局に任せればよいのではないでしょうか。 

また、コミュニティサロンを創り出すという内容を入れてもよろしいのでしょうか。 

 

【Ｂ委員】 

交流サロンとかを作り出すことが目的となってしまうので、そういうことをやりなが

ら社会参加を促すという内容になっていくと思います。 

 

【議長】 

では、P４５に入っていくことにします。 

 

【Ｂ委員】 

東村山市でもコミュニティスクールがスタートしたということですが、もともとコミ

ュニティ開放や青少年対策地区委員会など、様々な学校とつなぐ役割や活動が行われ

てきたと思います。つなぎ目を出していくことでコミュニティスクールにおいての基

盤があり、それらを活用していくという内容を盛り込んでいくべきかと思います。 

 

【Ａ委員】 

学校と地域との連携について、今後は地域コーディネーターを通じて、スムーズに進

めていくことや地域に眠る人材を引っ張り出せるといった内容になればと思います。 

 

【議長】 

では、Ｐ４８に入っていきます。 

 

【Ｂ委員】 

１番は学校施設コミュニティ開放のことで学校との関係が入っていき、２番は社会教

育施設にとどまらず、様々な公共施設も活用していきながら、交流と連携が取れれば

という内容になっていると考えます。 

 

【議長】 

では、次の P５０の内容に入っていきたいと思います。 
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【Ｂ委員】 

市民が生涯学習を推進していく上での職員の力量となっていくと思いますので、ここ

を人々としてしまうと、抽象的になってしまうのではないでしょうか。 

 

【Ａ委員】 

ここは関係者とも書かれていると思いますが、それ以降が関係者については書かれて

いませんので、前回の内容が良いと思います。 

 

【Ｅ委員】 

生涯学習を推進するのは、我々社会教育委員も含まれていると思います。 

事業等についても、委託していることが多いと思いますので、関係者がみんな一緒に

協働して行っていく必要があると思いますので、ご検討いただきたいと思います。 

 

【議長】 

第２次東村山市生涯学習計画の意義と第１次東村山市生涯学習計画との違いについて

ですが、いかがでしょうか。 

 

【Ｂ委員】 

第１次東村山市生涯学習計画との違いは東村山市第５次総合計画との関係性となり、

第３章にそれが出てきているということでよろしいのではないでしょうか。 

質問が出てきたときに、今のような説明ができることが大事になっていくと思います。 

 

【議長】 

では全体を通じて、最初に変更があった内容について確認したいと思います。 

Ｐ９の目的に入っていきたいと思います。 

 

【Ｄ委員】 

一人一人の学びからコミュニティが広がっていく内容になっていると思います。その

隣の四角の内容がうまく円の広がりに入ってくれば良いと考えています。 

 

【Ｇ委員】 

真ん中が個々の学びでその１つが広がっていき、学びを通じた地域コミュニティの形

成が出来て、その学びがさらに広がっていくと人々が学んでいくまちになるというこ

とは分かりますが、右の文章との関連性がないと思います。一番下に多様な主体との

つながりとありますが、抽象的な内容になっていると思います。 

 

【Ｂ委員】 

個々の学習や学びがバラバラにあるということが考えられ、主体というのは人々のこ

とを指していると思います。つり上げになっているというのは、その個々の学びが地

域を作っていくということにつながっていることだと思います。地域コミュティの形

成がゴールとなり、それぞれに合った学びがあったということがベースとなり、地域

コミュニティを作っていくということだと思います。 

この右側の文章を連動させる場合は、学びの広がりがベースにあって、それが人とつ

ながって、そしてまちづくりが行われているということで、もう少し言葉を作ってい

く必要があるとは思いますが、趣旨は個々の学びが市の豊かな住みやすいまちづくり
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を作っていくという目的になっているかと思います。 

色んな学びがバラバラの学びではなくて、１人１人に合った学びがその地域を作って

いくというつながりづくりを生涯学習計画で出すかが大事だと思います。 

 

【Ｈ委員】 

P２９の基本的な考えがあると思いますが、これを図にしていただければと思います。 

今議論してきたことを踏まえた内容にできればと思います。この基本的な考えと目的

の関係性が分からずに、似た内容が２つあると思っています。 

 

【議長】 

では、全体を通じて何か確認することはあるでしょうか。 

 

【Ｅ委員】 

計画の評価方法については、今後検討することは必要があると思います。 

 

【主事】 

本計画の評価方法については、検討していく必要があるので、今後の進行状況にもよ

りますが、改めて各委員のご意見を確認できれば良いかと思います。 

 

【Ｈ委員】 

パブリックコメントをいただくということですが、関心がどういう方向に向かってい

るか分かる機会にもなるので、その後に評価方法を検討しても良いと思います。 

 

【議長】 

素案については確認されたということでよろしいかと思いますので、協議を終了し、

報告事項に入っていきます。 

 

３．報告事項 

 

（１）第５２回関東甲信越静社会教育研究大会東京大会         

 

（２）成年年齢引き下げに伴う成人式のあり方についてのアンケート調査結果 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  次回 ６月２３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 


