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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２１回） 

開 催 日 時 令和３年６月２３日（水）午後７時～９時 

開 催 場 所 東村山市役所いきいきプラザ４階教育委員会室 

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 

・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 

 

 

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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【課長】 

皆様こんばんは。第２１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】 

久しぶりの対面会議となりますので、よろしくお願いします。 

今月は２回も会議にご参加いただきありがとうございます。東村山市第２次生涯学習

計画の策定についても期日も決まっていますので、よろしくお願いします。 

 

２．協議事項 

【主事】 

前回の会議等でいただいたご意見を踏まえて、素案を修正した箇所をご確認していた

だいた後に、全体を通じてのご協議をしていただきたいと思います。 

修正点の説明Ｐ７となり、国の動向において、今回は SDGｓの内容を盛り込むという

委員のご意見から、障害者の生涯学習の拡充の内容が追加されています。 

Ｐ９目的では生涯学習の内容や現在の社会情勢を踏まえた内容に修正をしています。 

また、期間ですが、東村山市第２次生涯学習計画のことのみを掲載しています。 

Ｐ１１～１５ですが、統計データの説明・分析内容を委員から加筆が入っています。 

人口については、子育て世帯から高齢者の方がそれぞれに合わせた支援や学習機会を

提供していくことで、人口増加につなげるという内容になっていきます。 

家族類別についてですが、増加している一人暮らしについて焦点を当て、その分析や

家族形態の変化に応じた学習機会の提供という内容になっていきます。 

共働き世帯についてですが、働きながら活動する機会が増え、そのような状況の中で、

自分に合った学習機会を提供することが重要という内容になっていきます。 

外国人人口の関係ですが、今後ますます多様化する対象の中で、生涯学習などを通じ

て、地域生活が豊かになることが大事という内容になっていきます。 

Ｐ１５・１６ですが、まずは市の定住意向について掲載し、生涯学習を通じて、豊か

なまちづくりを目指し、市民意識調査の内容に触れる内容になっていきます。 

Ｐ３１の基本的な考えを図にして、真ん中に小さな個々の学びで学びが広がると、人

と人とのつながり、人と地域の繋がりに発展し、更に広がると地域コミュニティが形

成され、誰もが学べるという豊かなまちづくりへと繋がる内容となります。 

次は施策の展開についてとなり、めざす姿について、具現化していただき、基本目標

や下の現状と課題及び方向性の内容に合わせた内容へと修正していただきました。 

Ｐ３２の小項目施策の文言を「多様な親と子～」と言った内容となります。 

Ｐ３３の目指す姿について、地域コーディネーターを中心に人材確保を行い、その人

材から、子供の居場所といったそのような機会を提供する内容に変更しています。 

Ｐ３５の小項目は、困難を抱える若者の内容については、現状と課題の施策内容に入

れていき、全体を網羅する小項目施策となります。 

Ｐ３９、２番の方向性で、第 1 章第 3 節との関連性も踏まえて、女性の就労支援の情

報提供や相談体制について掲載しています。 

Ｐ４５の方向性２番において、人材の確保で地域コーディネーターだけでなく、今ま

でにも活動している団体等とも連携・協働を図るといった内容が追加されています。 

修正箇所の確認後に、全体の文言修正について文言の統一や変更した方が良いなど、

全体の会議において確認すべき内容を出していただき、７月の会議で最終確認ができ

る形まで持っていきたいと考えていますので、よろしくお願いします。 
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【議長】 

Ｐ１２の地域分析となり、前回の内容から変更し、その内容がグラフの上に来る形に

なりましたが、いかがでしょうか。 

 

【A 委員】 

東村山市の地域特色と市民の生活について大まかで把握した上で、生涯学習の計画を

考えていくのが基本となるので、このような提案をしました。 

家族類型別の割合の一人暮らしが高く、若い人の一人暮らしだけでなく、高齢者が多

いと考えられます。そういう人たちへの生涯学習施策を考えていくべきと考えます。 

共働き世帯の方を見ると、共働き世帯が増えていて、女性が家事を担っていくという

伝統的な形態が変化しています。若い人が子育てしながらこの町で暮らしていくか、

そういう人たちへの支援や少子高齢化の中で、いかに安心して暮らしていくかという

地域づくりが東村山市のここ１０年の課題になると思います。 

意識調査も住みたいというかどうかは、定住志向のことや文化に対する意識のものを

加味した方が良いと思いながら、修正させていただきました。 

 

【B 委員】 

東村山市の地域の人と書かれていますが、あくまでも一部で代表的な部分ということ

になり、前回の計画との違いで新しさを打ち出してもらうべきだと思います。東村山

市在住と言っても、東村山市のみで生活をしていることはなく、周りの自治体との連

携が大事なので、その記述が無いと説得力が無いと思います。 

 

【議長】 

次の第３章第１節に入っていくようにします。基本的な考え方になります。  

 

【C 委員】 

この図ですが、真ん中から広がっていくのは分かりますが、最終的に「だれもが学ぶ

ことができるまちへ」になるのかが疑問になります。 

 

【A 委員】 

生涯学習計画のゴールが学ぶことによっての地域コミュニティの形成となり、そうし

たものが方向として掲げられて、そうすると下の広い学びの方がゴールということに

なります。自分に合った個々の学びが広くあって、人と人と、地域と人とのつながり

があって、そして誰もが学ぶことができるという内容になるかもしれません。 

 

【議長】 

前回よりは矢印の方向とかも含めて分かりやすくなったと思いますが、事務局でまと

めていただいたので、再度よろしくお願いします。第３章の基本目標以降になります。 

 

【A 委員】 

基本目標１～４とあって、小項目が４つ・５つ・４つ・４つとなっていますが、基本

目標２小項目４の多様な課題に応じたというのは全てに共通する内容になり、それを

分節化すると１・２・３・５になると思います。ここを外していき、基本目標ごとの

小項目施策が４つずつという構成される方が良いと考えます。 
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【B 委員】 

その該当箇所の内容をすべて削除することになりますか。 

 

【A 委員】 

多様な課題に応じた施策内容をどこかに持っていくことになります。 

 

【D 委員】 

ここは４つ項目がありますが、それぞれの内容が関係所管ごとに分かれていますので、

それを健康作りとかに位置付けたりするのは難しいと思います。 

 

【A 委員】 

今回無いと考えるのは SDGｓの観点からしてエコライフになっていくかと思います。 

多様な課題に応じた内容を基盤整備の部分に入れる場合は、関連施設よりは社会教育

施設の活用と整備となると思いますが、事業内容との差別化が課題になります。 

 

【E 委員】 

多様な課題の内容は公民館や図書館などの施設に限った話ではなく、他の場所でも企

画等をするので、全ての内容を基盤整備に当てはめていくことは難しいと思います。 

 

【A 委員】 

地域の課題に応じた事業展開というのは大事になると思います。多様な課題と書かれ

たときに、全体像の中にどう描くかと考えていった場合、今回の内容ではとどまらな

いのは確かだと思います。内容としては、市民文化の形成や健康に生きるや市民文化

やスポーツやふるさとづくりといった地域づくりという内容として、環境にやさしい

という内容が足りない気がします。増やせばよいということでもないですが、今の内

容では、多様な課題に応じた学習機会の充実という抽象的な内容になると思います。 

 

【B 委員】 

１・２・３・５に含まれないものが「多様な課題に応じた学習機会の充実に」入って

いくと思います。また、危機管理の内容が最後ではなく、順番を変えていければ良い

かと思います。 

 

【議長】 

今の意見を踏まえて、事務局で検討することでまとめさせていただきたいと思います。 

Ｐ３４以降の内容で、「めざす姿」が変更になったと思います。下の「めざすべき方向

性」に合わせて修正していただいたと思いますが、いかがでしょうか。 

 

【F 委員】 

Ｐ４０のみは、私たち市民がという内容で始まっています。 

後の「めざす姿」はそのような表現はしていないので、修正した方が良いと思います。 

 

【B 委員】 

次のページでも「市民が」となるので、「私たちが」だけを取ればと思います。 

 

【A 委員】 

「市民が」というよりめざすべき施策の内容になっていくわけですので、市民ではな
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くて、そうした活動を行政として支援していくということになります。 

 

【C 委員】 

市民が宣言をするわけではなく、行政が行う計画となり、市民がやってくださいとい

うことではないので、「私たち」という文言はいらないと思います。 

 

【E 委員】 

健常者というのは、どこまでが健常者になるかということもあり、障害者はそのよう

な考えになっていくかと思います。「ふれあい」という言葉だけにして、障害者と健常

者まで分けてしまっていることに対して違和感を感じます。 

 

【A 委員】 

障害を持っている人と一緒になって活動することは、なかなかできていない現状があ

るので、もっと意識して施策に乗せていく方が良いと思います。共生事業の後に付け

足したり、「～と同時」と付け加えていく形になるかと思います。障害者との交流の場

をもっと積極的に出すということで、何らかの形で活かす方が望ましいかと思います。 

 

【E 委員】 

障害者との交流の場ということですが、最初に障害の有無と書かれているので、入れ

なくても良いかと思います。 

 

【議長】 

障害者や健常者というのを削除して、共生事業や交流の場づくりといった形でまとめ

ていくので、よろしいかと思います。 

 

【B 委員】  

ここにスポーツや芸術文化に障害者が参加していくといった内容を盛り込んでいって

も良いかもしれません。すべての面での参加が基本になっていくと思います。 

 

【議長】 

第１章からで皆様に承認していただきましたので、後は文言修正の内容になっていく

と思いますが、気づいたところを出していただくということでよろしいかと思います。 

 

【B 委員】 

Ｐ３７で小項目施策や現状課題方向性では、「若者」と言っていますが、めざす姿だけ

「若い人たち」という表現になっています。 

 

【C 委員】 

言葉にすると、「若い人たち」となっていくかと思います。 

つながっていくと若い人といった方が分かりやすいのかもしれません。 

 

【D 委員】 

若者の教育となると固いイメージになってしまうので、「若い人たち」という表現にな

れば、若い人を育てようという思いになるので、「若い人たち」といった表現の方が良

いと思います。 
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【議長】 

めざす姿は「若い人たち」にし、後は「若者」としていく形でよろしいかと思います。 

 

【C 委員】 

基本目標１の「２ 現状と課題」の②で、文章がつながらないような気がします。居場

所づくりが求められているが場所や人材の確保が難しいといった表現だと思います。 

 

【A 委員】 

次の学校外活動というのが小項目施策にあります。通常学校外活動というのは放課後

内容を意識している内容にあります。２番目は放課後事業を書かずに、３番にその内

容を書いていきました。地域の資源を活用することによって、子どもの放課後が豊か

になるよう働きかけといった表現にしていきました。 

 

【議長】 

本日いただいたご意見をもう一度整理していき、文言については最終的に確認できれ

ばと思います。では、報告事項に入ってきています。 

 

３．報告事項 
 

（１）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 ７月２１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 


