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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２２回） 

開 催 日 時 令和３年７月２１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（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 

 

（２）令和３年度東京都市町村連絡協議会第４ブロック研修会 

 

 

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・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 

【課長】 

皆様こんばんは。第２２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】 

第２３期最後の会議ですが、コロナの状況を踏まえ、ＷＥＢでの会議となります。今

回は東村山市第２次生涯学習計画の最終確認になりますので、よろしくお願いします。 

 

２．協議事項 

【課長】 

社会教育委員を中心に作成した計画素案を教育長はじめ教育部内や理事者に報告をさ

せていただきましたが、その内容について１点冒頭にて承認をいただきたいことがあ

ります。本計画の基本目標１～４については、各委員の皆さまに何度も検討していた

だいたところであります。報告で基本目標自体は変わっていないが、めざす方向性や

施策の内容にて前回と違いをつけていると説明しました。ただ、基本目標１「学校・

家庭・地域における生涯学習の展開と支援」だと、個々の学校なり家庭なり地域が各々

の活動をしているととらえてしまうので、「連携における」という表現が入った方が、

本計画の基本目標１を初めて見た人についても理解できるというご指摘をいただきま

した。基本目標１を「学校・家庭・地域の連携における生涯学習の展開と支援」と変

更させていただきたく、皆さまのご了承をいただきたいと考えています。 

 

【議長】 

大きく変わるわけではないので、差し支えないと思いますが、いかがでしょうか。 

 

【Ａ委員】 

学校・家庭・地域の連携という文言はめざす姿に触れているので、良いと思います。 

 

（全員承認） 

 

前回の会議からの修正点について事務局から説明をお願いします。 

 

【主事】 

前回の会議内容や会議後にいただいたご意見を踏まえた計画素案について、教育部内

及び理事者に諮って修正した内容が今回の内容となっています。 

Ｐ２「生涯学習と現在の社会状況」にて、教育基本法や教育振興基本計画から生涯学

習の在り方や施策・計画を策定する理由やＩＣＴを活用した多様な学習や新しい人と

人とのつながりづくりという新しい学習の在り方についての追記があります。 

Ｐ５「東村山市の動向」にて、生涯学習に関連する全体の計画や教育委員会の指針に

ついて掲載し、それぞれに生涯学習と関連する内容について掲載をしていきました。 

Ｐ６「生涯学習計画の目的」にて、今回の新しさを見出していくことを踏まえて、コ

ロナ禍でＩＣＴを活用した学習形態が注目され、そのＩＣＴを活用した新しい学習形

態やコロナ禍において、集まることが難しい中での人と人とのつながりについて新し

く追記していき、その内容を果たすための目的が追記されています。 

Ｐ７「生涯学習計画の期間」にて、本計画の評価・確認について追記しています。 

Ｐ１３「東村山市の市民生活とその意識」の「東村山市の定住意向」にて、「住み続け
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たい」が増加傾向にあるという指標を追記するなどしていきました。 

Ｐ１５以降の第２章「東村山市の生涯学習における現状と課題」にて、以前は第１節

「社会教育行政」、第２節「社会教育施設」でしたが、社会教育施設も社会教育に入る

ということで、１節「社会教育・社会教育施設」、第２節「社会体育行政」としました。 

Ｐ２３「東村山市生涯学習計画の課題」でしたが、ここは前計画の評価が記載されて

いて、その内容をメインとしていきたいので、「東村山市生涯学習の評価・点検」とい

うタイトルとして、その内容から東村山市生涯学習の課題を出していきます。 

Ｐ２９「東村山市第２次生涯学習計画の基本的な考え方」にて、SDGs の内容を追記

するとともに、「学校を核とした多世代間の交流」「ＩＣＴを活用した新しい学習機会

や人とのつながりのあり方」と新しさを見出すための内容を追記しました。 

Ｐ３０「東村山市第２次生涯学習計画の基本目標」にて、「基本目標」の表記が第３章

の表題にあるので、第２節を「東村山市第２次生涯学習計画の基本目標」としました。 

Ｐ３２以降は、「東村山市第２次生涯学習計画施策の展開」となります。 

「小項目施策」についてですが、小項目という表現を削除し、「施策」としました。 

「めざす姿」は施策の内容が書かれているので、強調するために枠組を行いました。 

２番「現状と課題」でしたが、現状と課題が混同しているということで、現状の後に

課題が来て、その課題に対する方向性なので、「現状を踏まえた課題」と修正しました。 

「めざす方向性」という表現について、１番の表記と区別し、本内容が施策を達成す

るための方向性なので、今回の「施策の方向性」という表記とさせていただきました。 

Ｐ３２にて、第 1 章や課題で記載した共働き世帯の内容や地域教育に関連し、子育て

世代や子どもの居場所の現状を記載し、その人たちへの学習機会を記載しています。 

Ｐ３３にて、新しく 1 番に現在の子ども状況を記載し、より子どもの居場所の内容を

強調することで追記しました。もともとあった「社会教育施設を放課後の居場所」と

「放課後の居場所を運営する人材の育成」の内容を一緒にし、放課後の居場所を運営

するための課題に対して、社会教育施設などの活用や、地域コーディネーターの活用

によって、放課後の居場所づくりを行うという方向性の内容を出しています。 

Ｐ３４にて、1番の内容で文言修正が入り、２番の歴史・文化について、地域に対する

愛着を持ち、豊かな人間性を育むと言った内容を追記しています。 

Ｐ３５にて、若者関係の内容となり、１番「困難を抱える若者への支援」、２番「若者

が気軽に相談できる情報提供や地域や社会をつながることができる機会の構築」、３番

「若者が地域に関わることでの地域づくり」と分類しています。 

Ｐ４６にて、今年度から新た始まる地域コーディネーター制度により、様々な人材の

発掘や活用をしていくこと、学校を核とした多世代間の交流や地域人材の活動の場を

提供するといった内容について追記していきました。 

Ｐ４８にて、社会教育施設といったハコモノは利用拡充が大きな目的の一つになるの

で、社会教育や施設で事業を展開することや施設運営の在り方について、市民参加な

どを積極的に行い、多彩な取組をすることを新たに追加していくようにしました。 

Ｐ５０にて、基本的な考えの内容に合わせて、ＩＣＴを活用した学習機会の拡充やそ

の学習を通じたつながりづくりの創出について追記していくようにしました。 

修正点を中心にご確認していただき、各委員で最終的な確認を行い、パブコメ前の内

容を完成するようにしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

【Ａ委員】 

目次についてですが、第２章は先ほどの発言されている内容と目次が異なっています。

目次の方が正しければ、今の説明内容が間違いとなります。 
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【主事】 

こちらついては、申し訳ありませんが、目次が間違っているので修正いたします。 

 

【Ａ委員】 

目次は大事なものになりますので、きちんと目次を考えていただければと思います。 

第２章第 1節の柱立てについてですが、前から章立てが異なっていると思います。 

社会教育施設が行政になるという説明がありましたが、全て行政になると思います。  

 

【議長】 

第 1節「社会教育・社会教育施設」、２節「社会体育」と今回修正されていて、行政の

中に体育を独立させていることが変わったと思いました。 

 

【Ａ委員】 

社会施設を行政と一緒にしていますが、なぜ社会体育が独立しているのでしょうか。 

 

【主事】 

社会教育施設も社会教育のくくりとして考えたのでそのようになっています。 

 

【Ｂ委員】 

現在、行政の組織上でスポーツ行政は教育委員会ではないです。社会体育行政とスポ

ーツ行政は市長部局に入っていますので、このような区分けをしたのかと考えました。 

 

【Ａ委員】 

市民の立場からすれば一般行政でも体育行政でも行政と受け止めていると思います。 

しかし、もしその場合、Ｐ２１の２節は１つだけなので、番号はいらないと思います。 

ただ、もしもそういう意味で分けた場合でも今回の内容はどうかと思います。 

 

【Ｃ委員】 

第３節は番号が無くて、東村山市の課題というのが表題に出ていますので、同じよう

に、1つしか無い場合は、1番と入れない方が良いと思います。 

 

【議長】 

２章の１・２節はこのように分けましたということで、２節は１番しかないので、番

号を付けることはしないで、そのような表現で通していきたいと思います。 

そこをきちっと直すとともに、目次の方も整合性を合わせていただければと思います。 

 

【Ａ委員】 

Ｐ２３の第３節ですが、「評価・点検」とここも表現が変わっています。 

東村山市生涯学習計画の成果と課題があり、成果と課題が書かれているので、表題が

成果と課題となると考えていました。評価と点検の場合、普通は点検をして評価とな

りますので、「点検・評価」になると思いますが、成果と課題の方が良いかと思います。 

 

【課長】 

表題で課題になると、前回の計画が問題に捉えられてしまうので、課題と明記しない

方が良いかということでした。今ご指摘通り、点検・評価と順番を変えていきます。 
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【Ａ委員】 

成果と課題だと思いましたが、表題に書かない方が良いということであれば、書かな

い内容として、市民の意見を聞いた中で、修正していくなどすればと思います。 

 

【Ｃ委員】 

東村山市の生涯学習における課題という表記を削除した方が良いかと思います。 

課題という表現が来るとどうかでしたが、ここに課題が入ってきてしまっています。 

 

【Ａ委員】 

１番の「学校・家庭・地域における生涯学習の展開と支援」の課題が「地域教育の充

実」で、生涯学習計画の点検と評価をしてきたということでまとめたとあるので、こ

の下の課題という表記を無くしてスマートに見せた方が良いかと思います。 

 

【議長】 

ここで課題という表現を削除した方が良いということで、成果と課題という表現の方

が良いという意見もありますが、「点検・評価」という表現と修正をお願いします。 

第３章第４節ですが、施策という言葉で小項目という言葉を無くしたこと、「めざす姿」

を見やすくしています。３番で方向性の文言を「施策の方向性」に修正しています。 

 

【Ａ委員】 

２番で前は「現状と課題」でしたが、「現状を踏まえた課題」となっています。現状と

課題とあるので、出来るだけ課題が多くならないように現状がありますという修正意

見を出しましたが、現状を踏まえた課題となったので、現状の中で課題があるとなる

ので、求められていますとか課題になっていますとかといった表現になっています。 

 

【議長】 

現状が多く書かれた内容を提示しましたが、この表題は課題のみとなっているので、

前の方が良いという意見だと思います。 

 

【Ａ委員】 

求められていますとか課題ですとか表現に書き改められています。 

つまり現状を踏まえた課題という表現になっています。 

ただ、この書き方だと多くの課題があると思ってしまいます。 

 

【議長】 

現状も課題もいっぱいあるという中で、事務局がどうとらえるかです。 

 

【Ａ委員】 

現状とはこんな風に頑張りましたということで、頑張ってきた結果を評価し、その足

りない部分が課題になると思います。その現状を踏まえたということで、この１０年

間頑張ってきたのに課題が多いということではなくて、こんなことを頑張ってきまし

たと表現したかったのですが、現状を踏まえた課題となったので、寂しい感じでした。 

 

【議長】 

変更できる部分はしていただければと思います。他はいかがでしょうか。 
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【Ｂ委員】 

Ｐ６の生涯学習計画の目的で「先般の生涯学習」とは何を指しているのでしょうか。 

 

【Ａ委員】 

上の生涯学習を推進してきましたという、その生涯学習はということだと思います。 

先般という表現は誤解を受けるので、「その」で良いかと思います。 

１０年間を頑張ってきた個々の学習を通じ、様々な学習を含め自己実現を図るだけで

はなくて、その学習を通じて地域が繋がっていくことを目的としていました。生涯学

習を推進していくためには、多様な生涯学習を推進する必要があります。となります。 

 

【Ｂ委員】 

後は表現の問題ですが、文章の中に漢字にするか平仮名にするかという表現がありま

す。また後ほど点検すればと思いますが、よくある表現で「いつでも・どこでも・だ

れもが」に関連した表現がいくつかあるので、統一した方が良いかと思います。 

 

【Ｃ委員】 

Ｐ５「教育委員会の教育目標及び基本方針」の４つの基本方針と９つの取組とありま

すが、資料にも出ていないので、その内容を載せることはどうでしょうか。 

 

【議長】 

それも事務局に検討していただきたいと思います。 

最終の確認ということで、計画案についてご指摘をいただきましたので、しっかりし

た内容に修正して、パブコメに向けて準備していただきたいと思います。 

では、１番は終了して、第４ブロック研修会についてお願いします。 

 

【係長】 

令和３度東京都市町村社会教育委員連絡協議会第４ブロック研修会の説明をします。 

スケジュールについて説明させていただきます。本日で開催要項案と通知文の確認を

していただき、その後に講師の方と具体的な講演内容等を決めていきたいと思います。 

８月に第４ブロックの市への開催通知を行い、関東甲信越静社会教育研究大会東京大

会が１日開催になり、分科会の代わりにブロック研修会を実施することを通知します。 

開催場所について、東村山市民センター第１～３会議室か東村山市立中央公民館４階

レクリエーションルームとなります。市民センターだと市役所から近いので準備等が

しやすいことや広さがあるので、出席者のソーシャルディスタンスをとることが出来

ますので、市民センターで開催するということでよろしいでしょうか。 

 

【議長】 

皆様よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

【係長】 

要項の研修内容をご確認していただき、こちらは１３時～１６時３０分の間で行うこ

とで予定し、講師の方と事例発表を行う会長には、この日の予定を押さえていただい

ています。コロナ禍の内容等を踏まえてこのようなスケジュールを組んでいきました。 
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【議長】 

よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

【係長】 

この後事務局で開催内容について講師の方と検討していくようにします。 

 

【議長】 

開催要項の新型コロナウィルス感染対策で人数については、事務局で検討しますか。 

 

【係長】 

状況を踏まえて、検討していくようにいたします。 

 

【議長】 

では、議事の２つは終了となりますので、報告事項に入ります。 

 

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 第２４期１回目 ８月４日（水）１９時～ 委嘱状交付 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

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 


