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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４回） 

開 催 日 時 令和２年２月２０日（木）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 

・福島 真理委員・吉満 洋子委員 

・森田 明美委員・桑原 純委員 

・桑名 淳委員 ・上田 幸夫委員 

・伊藤 二葉委員・小山 武士委員 

 

 平島  亨 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 

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（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）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 

 

（２）令和元年度東京都市町村社会教育員連絡協議会交流大会・ 

社会教育委員研修会 

 

（３）令和２年成人式事業「成人の日のつどい」 

 

（４）令和２年東村山市いのちとこころの教育週間「市民の集い」 

 

（５）第１３回多摩六都ヤングライブフェスティバル 

 

（６）令和元年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会第２回理事会 

 

（７）第２４回スーパードッジボール大会 

問い合わせ先 
教育部社会教育課生涯学習係 

担当者名 平島・齋藤・加治 
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電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線３５１３） 

ファックス番号 ０４２－３９７－５４３１ 

会  議  経  過 

【課長】 

皆様、こんばんは、第４回東村山市社会教育委員会議を開催したいと思います。 

では、議長よろしくお願いいたします。 

 

【議長】 

皆様、こんばんは。新型コロナウィルスが流行っていますが、自分の免疫力をつけてい

ければと思います。３か月ぶりの定例会ということで、色々ご意見いただければと思い

ます。よろしくお願いします。 

 

【課長】 

それでは、次第に沿って進めてまいります。 

２番の協議事項に入っていきます。それでは議長よろしくお願いします。 

 

【議長】 

９月の協議の際に、国の動向等は前に持ってきて、３章４章を一緒にするという意見が

出たので、１１月の会議時に事務局が１と２章を提示してくださいました。２章から第

３節と第４節の経緯と国の動向等が１章の方に移っています。１章の生涯学習計画の概

要として、１節は生涯学習計画の目的、第２節は生涯学習の位置づけと計画の期間で東

村山市の計画が出ています。第３節は全体の生涯学習の経緯、国における取組となって

います。２次の計画なので、経緯や動向等は簡略的で良いかと思いますが、１章の組み

立てを皆さんに協議していただき、文章はまた修正していければと思います。 

経緯と主な動向は国や都の動きが記載していますが、１章の中に、順番としては、生涯

学習の経緯と国や都の流れを記載した後に、東村山市につながり、そういうものを受け

て東村山市の動きや生涯学習の課題等が出てくるかと思います。 

 

【Ａ委員】 

１章は４節構成で、１・２節は東村山市のことが記載しています。３・４節は国や都の

動向が記載されています。内容的に１～４節があって、それに基づいて東村山市の話を

記載するという流れだと思います。第２章が東村山市における生涯学習の現状と課題な

ので、１章の１・２節を第２章の方に持っていき、１章の３・４節をコンパクトにまと

め、１・２章を精査して、２章の１節の生涯学習計画の成果と課題の文章で基本目標１

～４章まであるのを、異なる章に構成することはどうでしょうか。 

 

【議長】 

第１章は１～４節となっていますが、第１・２節は東村山市の事なので、第２章に持っ

てきて、第１章は経緯と国と都の動向で、簡潔的の方が良いというご意見でした。 

 

【Ａ委員】 

これからの１０年を考えた場合は、少子高齢化や人口減少問題、防災は大きな問題とな

りますので、３節の頭はその内容を参考にして、国や都の動きを整理して、それに絡ん

でというくらいで良いと思います。そういう時代状況を踏まえた中での東村山市の課題

等を書き込んでいければと思います。そうすると２章の頭とは、１章の１・２節よりも
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もう少し何か東村山では、このような社会背景があるので、このような計画を立ててい

きますという文章が頭にあって、第２章に入ればと思います。 

基本目標が４本柱になっています。これはこのままでいく予定ですか。 

 

【議長】 

基本目標は変更しないということになっています。 

 

【Ａ委員】 

柱立ては変更しなくても良いかもしれませんが、中身が変わっているのを我々で表現を

していければと思います。また、この１０年間で世の中は相当変化しています。人口減

少や高齢化が大きな関心になっており、１０年前にはあまり議論にならなかったという

のは、大きな議題だと思います。柱立ては変わっていないが、計画作りの中にそういう

ところを刷り込んでいくようなことは必要だと思います。 

 

【Ｂ委員】 

骨格をあまり決めずに進めるか、今しっかりと骨格を決めていき、中身を変えていくか

というのを決めていく必要があると思います。 

 

【課長】 

当初は私たちも基本目標の大きな目標の４つというのは、皆さんのまとめていただいた

物もありますので、変更しない方が良いのかと思いました。これが無くなると内容がガ

ラッと変わる可能性があるので、そこは協議していただければと思います。 

 

【議長】 

骨格としては、第１章を生涯学習計画の概要としていますが、この中を第１・第２節に

して、東村山に関する内容は第２章に移動していくという意見が出ています。 

 

【Ｃ委員】 

前回の会議で、第１章で国や都の動きを示し、第２章で東村山市の現状と課題が入り、

第３章で小項目が多くありますが、４章とまとめるということで決まったと思います。

先ほどの人口減少や高齢化社会、防災の問題は大事だと思います。１章の国や都の動き

の中にそれに触れた内容が文章化し、それを受けて、第２章で東村山市ではどういう取

り組みをしてもらいたいかを絡めて作成していきます。第３章になったらその小さい項

目に大事な部分を含めて、きちっと作成をしていく形はどうでしょうか。 

 

【議長】 

国や都の動きといった大きな部分から、東村山市の課題の中に地域性等を入れて、そし

て最後にもっと具体的な取組等を入れていくという流れとなると思います。 

そうすると第１章は、この１０年間で大きく変化していた高齢化や防災といった部分も

入れて、その内容が生涯学習にどのように絡んでいくかということになりますが、まず

第１章は東村山市の部分を抜いていくということはよろしいでしょうか。 

 

【Ｃ委員】 

そうなると中教審の内容等が勉強不足なので、私たちも勉強し、それが頭に入れればそ

の内容を市として、どのように伝えていくかということにつながると思います。 
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【議長】 

では、１章の部分は今の時代に合わせた内容で、簡潔的にまとめ、１節２節にしてい

き、２章の方に東村山市における生涯学習の現状と課題に１章で出てきた計画の位置づ

けと期間を２章に持っていく形になります。２章の基本目標は私たちがまとめた内容を

文章化していますが、こんなに長くしなくて良いと思います。 

 

【Ｃ委員】 

この内容は第３章と４章を一緒にし、３章に挙げていくということになると思います。 

 

【議長】 

１章の部分に国や都の動向といった大きな内容を１節２節に入れていきます。２章に東

村山市の内容を表など入れていくことになると思います。 

第１章に１～４節あるので、東村山市の内容は２章に持っていく形になり、２章は東村

山市の生涯学習を巡る現状と課題という形ですが、１章は経緯と主な動向から生涯学習

についての内容を文章化し、２章の１節・２節には、東村山市における生涯学習の現状

と課題や計画を持っていくとなります。２章で前回のまとめを文章化していますが、こ

の形をどうしていくかということになります。 

 

【Ｆ委員】 

第１章の第１・２節が東村山市の内容なので、第２章に持ってきます。更に生涯学習の

課題とありますので、これが続いていくということになると思います。 

中身は第１章の生涯学習の経緯とか国と都の動向は人口減少問題や高齢化といったコン

セプトを入れてもう一度作り直していくと思います。でも、第２次で初めて読む人がい

ますので、生涯学習とは何かというのを少しは入れても良いかと思います。入れるにし

ても、第１章で出てくるような現状を踏まえ、こうあるべきだという形に展開にしてい

かないと第２次になっていかないと思います。まずは、第１章で、国や都の動向や現在

の状況等を記載していくことでより良いものになるのかなと思います。 

 

【議長】 

今の組み立てでまとめて、１章の経緯と動向の部分に新しいものが入っているので、そ

れについて皆さんに意見をいただき、２章につなげるということになると思います。 

２章の頭ですが、１次を受けてのまとめで成果と課題が出ていますが、今までまとめた

ものを列挙したものをそのまま書かず、もう少し簡潔的にしていければと思います。 

 

【Ａ委員】 

２章の頭には、東村山市の社会教育行政の歩みとかを入れば良いと思います。 

 

【Ｃ委員】 

この間いただいた資料では文章化していますが、最初に見る人に向けて、１０年間の歩

みはやっぱりこの計画の後の１０年間をプラスにして、残すべきだと思います。 

 

【Ｄ委員】 

年表にした方がページ数は取られてしまうが、そっちの方が分かりやすいと思います。 

 

【Ｃ委員】 

内容はみんなで協議していけばよろしいのではないでしょうか。 
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【議長】 

社会教育の歩みの部分で、もう少し１０年分をつけていただき、皆さんの意見を聞きな

がら削ったりしていければと思います。出していただいた物で、ここは被っているとか

必要ないとかを考えて、最小限にしていければという意見だと思います。 

 

【課長】 

各所管に相談させていただきたいと思います。 

 

【議長】 

後は、基本目標の１～４をどうするかになります。 

 

【Ｃ委員】 

第３章は基本目標を少なくまとめることが出来たり、多くなったりという意見も出てく

ると思います。この基本目標の４つは絶対崩せないということはありませんよね。 

 

【課長】 

１０年経過しているので、変えるのであれば、そのような意見として良いと思います。 

 

【Ａ委員】 

柱は４本になっていますが、サブの部分をアレンジしていければと思います。 

 

【Ｄ委員】 

これは随分前にまとめられる内容はまとめてくださいという話でしたが、それがずっと

そのままになっています。今はその話になると思います。所管の中で削るべき部分は削

っていく形になると思います。そのような議論は以前も行ったような気がします。 

 

【課長】 

まだそこまで進めていないので、まずは第１・２章を行っていくことになります。 

 

【Ｃ委員】 

ここは私たちが出したまとめとすり合わせながら、ここは必要なかったということや一

緒にすることが出来るという意見を出していければ、かなり精査出来ると思います。 

 

【議長】 

枝分かれしている部分で、私たちが実際にまとめを行っている際に、これが生涯学習に

入るのかという部分もあったので、ここは時間をかけて行う必要があると思います。 

 

【Ａ委員】 

前回は全庁を挙げて取り組んでいるところです。それは１つの生涯学習の考え方だと思

いますが、もう少し今回は、全庁的ではなく、社会教育の課題として、絞り込んで行っ

ていただきたいということでしたので、社会教育を出していくべきかと思います。 

 

【Ｆ委員】 

２章には東村山市の生涯学習の現状と課題とありますが、もし、これを入れるのであれ

ば、第２次の計画につなげるために、第１次ではこのような課題があって、このような

検討をしましたという内容を記入していければと思います。 



- 6 - 

【議長】 

これは目標４つについて触れていますが、全てカットするわけではなくて、次につなげ

るということで、基本目標１についてこのような成果と課題があったということになり

ますということくらいは入れた方が良いと思います。 

 

【Ｆ委員】 

あるいは、新しい内容を入れるときに、前段として触れて、このような成果がありまし

た、しかし第１章で触れる世の中の現状の中で高齢化や人口減少問題といった事を含め

て、今後の課題はこういうことだという書き方になると思います。ここの内容は課題や

成果を受けて、２次にいきますということだと思います。 

１次の時の１０年間の内容を入れて、成果と課題が出ました。そこで課題がまだ残って

います、更に２次に向けて時代の状況等を踏まえて、このような課題がありますと検討

していければ分かりやすいと思います。 

１次のまとめは、基本目標に入った時に、参考にしていけば良いと思います。 

 

【課長】 

まずは１章・２章の部分を皆さんで確認をしたいと思います。 

 

【主事】 

まず、１章の方が国や都の動きがメインとなり、中教審等の内容を引用しつつ、生涯学

習の内容や国や都の動向を入れて作成していく形になると思います。 

 

【Ａ委員】 

タイトルは「生涯学習計画の概要」ではなくて、「生涯学習計画の動向と課題」となる

と思います。 

 

【主事】 

生涯学習計画の概要や期間等に関しては、２章の方に持っていくことになります。 

 

【Ａ委員】 

１章は１節が動向、２節が課題、３節が東村山市の２次計画の作成にあたり、となると

思います。この計画を作るかというのが頭にないといけません。このような動向を踏ま

え、３節で東村山市におけるこれからの２次計画の策定に向けてにあたり、どのような

ことを考えていくか述べていきます。それから第２章に入っていくと思います。 

 

【主事】 

第２章が計画の期間や位置づけを持っていき、成果と課題は保留にして、その前の東村

山市の社会教育の歩みの年表を、プラス１０年間を作成していくようになります。 

 

【Ａ委員】 

世の中がこのように動いているということに１節に入るような形かと思います。そし

て、第２節で、東村山市の社会教育についてということです。そこは社会教育関係の事

業や内容が記載し、第３節にいくか、第３章に行くかということになります。第３章で

は、東村山市では令和３年から１０年間を展望し、総合計画が考えられており、それに

基づいて、生涯学習計画を策定することに至りました。というのを計画の内容が図式に

書かれていて、１０年間行うというのが記載してあって、計画の基本目標がいくつか出
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てきて、それらについて言及をしていくということです。その際に、基本目標の柱立て

をどうまとめてしまうかはこれからの課題となっていくと思います。 

 

【係長】 

先ほどの歩みの部分になりますが、２節の部分に入れるべきでしょうか。 

 

【Ａ委員】 

歩み社会教育関係団体のことは巻末の資料に掲載した方が分かりやすいと思います。 

前回は大きすぎたと思いますので、もう少しコンパクトにやれればと思います。 

 

【Ｃ委員】 

２章の１節は推移等が入っていくのではないでしょうか。 

 

【議長】 

東村山市の現状と課題を把握するために、２章の１節にそのような内容を入れた方が良

いかと思います。組み立ては大体出来上がったと思います。 

 

【Ｂ委員】 

共有すべき資料が何かというのを確認した方がよろしいかと思います。例えば先ほど中

教審の資料とかが出ました。そのような資料や統計が出てくれば、議論がしやすくなっ

ていくかと思います。１章と２章の基礎資料を整理していくべきかと思います。 

 

【議長】 

１章の資料で、中教審等の資料が出てくると思いますが、そこから生涯学習に関する資

料を出すと同時に、１章の部分を出し、皆さんで議論していければと思います。 

 

【Ｂ委員】 

みんなが共有すべきことは何かを話し合っていくべきかと思います。骨格が決まったと

いうことで、材料を出していくべきかと思います。 

 

【議長】 

次回は１章の内容を検証し、それを第２章の東村山市につなげていく形でよろしいでし

ょうか。 

 

【Ａ委員】 

我々が重点的に行うべき内容は２章になり、東村山の事についてで、１節で、地域社会

の人間関係が貧しくなってしまった中で、防災といった安心安全の社会を含めて、どう

やって地域とのつながりを作っていくかというのは、東村山市でも大きなテーマだと書

かれていれば、それに応じた取り組みが行われているかどうかというのを検証していけ

ればと思います。そして、それに合った課題や計画を考えていくことですので、１章は

そのようなことを含めて書かれていければと思いますが、そういう社会認識や東村山の

現状を共有した方が良いというのがあるのと、２章に関しては、一般的な話というより

は東村山市に合わせた方が良いと思います。 

 

【Ｂ委員】 

まずは土台を作っていく時間が必要かと思います。１章がその土台になっていくかと思
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います。一般的な認識とかではなくて、議論のベースを作っていくということで後々ず

れがでてこないかなと思います。 

 

【Ｆ委員】 

第１章は東村山市のことは入れず、国や都の動向等を１章で行い、第２章から東村山に

ついて触れると思います。その前段として、世の中の動きや国や都の動きを知らない

と、東村山のみのことというわけにはいきませんので、その内容が第１章に入っていく

と思います。その中に中教審や高齢化と言われても漠然として分かりにくいので、少し

ヒントを出していただければと思います。とりあえず皆さんで共有していくヒントにな

る資料を揃え、意見が出していければと思います。 

 

【議長】 

では、そのような形でよろしくお願いします。 

 

【課長】 

３番の報告事項に入っていきます。 

 

（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 

（２）令和元年度東京都市町村社会教育員連絡協議会交流大会・社会教育委員研修会 

（３）令和２年成人式事業「成人の日のつどい」 

（４）令和２年東村山市いのちとこころの教育週間「市民の集い」 

（５）第１３回多摩六都ヤングライブフェスティバル 

（６）令和元年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会第２回理事会 

（７）第２４回スーパードッジボール大会 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   次回 ３月１８日（木）１９時～ 教育委員会室 

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

最後に副議長から閉会の言葉をお願いします。 

 

４．閉会のあいさつ お疲れさまでした。生涯学習について、色々と議論があ

りましたが、皆さんで大いに話し合っていただければと

思います。３年というのが、長いのか短いのか分かりま

せんが、頑張っていければと思います。 

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 


