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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８回） 

開 催 日 時 令和２年６月２５日（木）午後７時～９時 

開 催 場 所 東村山市役所市民センター第１・２会議室 

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 

・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 ・上田 幸夫委員 

・伊藤 二葉委員 

 

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、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）令和２年度東京都市町村社会教育連絡協議会定期総会 

 

（２）令和２年度関東甲信越静社会教育研究大会 

 

（３）令和２年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会第１回理事会 

 

 

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・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 



- 2 - 

１．開会 

【課長】 

こんばんは。今年４月より社会教育課長に着任いたしました朝岡と申します。よろしく

お願いいたします。第８回東村山市社会教育委員会議を開催したいと思いますので、議

長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

【議長】 

みなさんこんばんは。２月以来の４ヶ月ぶりの会議となります。学校の方も大変で、地

域の活動が出来なくて大変だろうかと思います。事前に生涯学習計画案を送っていただ

いたので、今日は多くのご意見をいただきながら、進めていければと思います。 

 

２．協議事項 

【議長】 

では、次第に沿って進めていきたいと思います。 

協議事項は第２次生涯学習計画策定に向けてになります。事務局の方から生涯学習計画

案について説明をお願いします。 

 

【主事】 

第１章第１節は、国と都と市の動向を各計画ごとに分け、都の動向は東京都教育ビジョ

ンが中心となりますが、生涯学習は幅広い年齢層が対象となりますので、「地域と子ど

もとつながりを作る地域学校協働活動」について追記させていただきました。 

第１章第２節は、生涯学習の課題で、生涯学習の概要について記載しています。 

第１章第３節の１番は第５次総合計画が公表されましたら、加筆・修正いたします。 

第２章からは東村山市の内容となり、第１節では、東村山市の統計となりますが、市に

おける生涯学習の現状や課題を出すためのデータを協議していただければと思います。 

第２章第２節では、東村山市の社会教育行政の内容を掲載させていただいております。

ここは内容や形式を含めて４つの案を作成させていただきました。１つ目は社会教育行

政事業の紹介となり、このような目的で行っているという記載になります。２つ目は事

業を通じて近年の実績を含めてどのようなことが達成されたかが記載しています。３つ

目は社会教育関連施設の利用状況について記載しています。４つ目は第１次生涯学習計

画における成果と課題について小項目ごとに簡潔にまとめました。最後に第２２期社会

教育委員で行っていただいた第１次生涯学習計画のまとめを簡潔的に記載しました。ま

とめの内容を踏まえて、第２次につなげていければと考えます。 

また、本日ご欠席された委員の方から事前にご意見をいただいています。 

以上となりますので、この内容を踏まえて協議の方をお願いします。 

 

【議長】 

ありがとうございます。 

まず国の動向では、教育基本法から入り、教育基本計画となっています。最近の国の中

央教育審議会も含めて計画等が主に３つ入っていますが、いかがでしょうか。 

 

【A 委員】 

ここは様々な計画等から言葉を引っ張ってきているので、このままで良いと考えます。 

市の動向で文章が重複していたりしますので、校正の段階で修正をすればと思います。 

また、第４次の基本理念が入っていますが、ここに第５次の内容が後ほど出てきます。

１０年を見越していく計画なので、それを加筆出来たらと思います。 
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【B 委員】 

第５次総合計画の関係については、第５次計画も市の動向になりますので、その部分に

少し入れていければと思います。 

 

【C 委員】 

「取り組みます」という記載なので、今後の内容が入ってきても問題ないか考えます。

後から第５次の内容をこのように行っていきますという形にすればと思います。 

 

【B 委員】 

国の動きがあって、都がそれを受けて、各自治体が動いていく流れになると思います。

東村山市の動向の中に読み取れるようにしていければと思います。そうすれば、つなが

りが出てくると思います。 

 

【議長】 

第５次の内容が出てきたら、その内容と国や都の動向について触れればと思います。 

第２節について入りますが、いかがでしょうか。 

 

【D 委員】 

ここに記載している内容については理解できますが、課題については、もう少し箇条書

きでいくつか出してもいいかと思います。 

 

【B 委員】 

ここは生涯学習全体の話になると思います。世の中の動きに対して、生涯学習が果たす

べき役割は当然あると思います。世の中が好転していくために生涯学習が果たすべきこ

とを考えます。しかし、それは現実的になかなかできないということがあるので、それ

が課題になると思います。ここでいう課題とはそういうことだと思います。 

 

【E 委員】 

生涯学習に参加するということは、社会に参加することで、それによって、地域のつな

がりや活性化できて、新たな行動につながり、新たな街づくりにつながってくると考え

ます。今までの学習だと、学んで終わりという考えもありましたが、行政はそれを発展

させる仕組みを作ることが必要で、それが計画のベースにあるかと考えます。 

ライフスタイルが変わり、これまでに無かったライフスタイルが出てきているので、そ

ういう状況も加味して、生涯学習について広める計画が理想と考えます。生涯学習だと

個人的な取組のイメージが強いと思いますが、自己実現だけで終わるのではなく、それ

を社会につなげていくことが必要で、国の動向の中にもあった「人づくり・つながりづ

くり・地域づくり」の３つが連携して、生涯学習が仕上がっていくと思います。オンラ

インもリモートもつながりの一つだと思います。つながりづくりというのがひとつのキ

ーワードになると思い、生涯学習のテーマになると思います。 

 

【議長】 

個人のことのみではなく、つながりを大事にしていくのは生涯学習の基になります。文

章化していく時に、上の生涯学習とは何かということを受けて、下の課題が出てくると

思います。地域のつながりが希薄化したり、家庭に入っていた人が外に出たりなどの色

んな条件が出てきていると思いますが、それを生涯学習の課題としていければと思いま

す。 
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【B 委員】 

最初の生涯学習というのは、自己実現であり、その環境づくりをすれば良かったとなり

ますが、今は生涯学習の目的・役割そのものが変わってきているので、そのような状況

の中でどのように対応していくかが、新たな課題として出てくると思います。 

 

【E 委員】 

今、東京都の単身者が急増し、一人か親子で閉じこもっている人がいるので、そういう

人たちを引っ張っていくような事業づくりを展開していくのも生涯学習の取組の一環だ

と思います。また、高齢期を楽しむための取組や厳しい状況の人でも参加できるような

取組が必要になり、それが行政の役割だと思います。 

 

【議長】 

家庭の構成部分が変わり、一人で生活している人やシングルマザー・ファーザーが増え

ている中で、生涯学習の視点から見たとき一番は地域のつながりづくりの部分が大事だ

と思います。自己実現を図ることも目的ではあるが、それを地域でどうやってつなげて

いくかで、生涯学習が必要だという形にしていければと思います。 

 

【A 委員】 

第２節は１、生涯学習ということで、今までの話を述べ、現在は人のつながりが出てき

て、それが生涯学習であり、次の課題に新たなつながりの方策を出し、こういう課題が

出てきますという文章で項目があると見やすいと思います。 

 

【B 委員】 

生涯学習に携わっている人はある程度理解していると思いますが、携わっていない人が

生涯学習について課題とは何かということを展開していければと思います。変化する世

の中の状況に対して、生涯学習が果たす役割というのがあります。こういう効果や役割

があるので、それをここで述べるべきだと思います。そういうものに対して生涯学習を

学ぶことで、そのような役割を果たすことができると、分からない人にもわかってもら

うために、こういう関わりがある事を理解してもらえればと思います。 

 

【C 委員】 

フローチャートみたいにして、図とかを入れたりしたら分かりやすくなるかと考えま

す。文章よりは分かりやすく、簡潔的になるのではないかと思います。 

 

【議長】 

第２次生涯学習計画策定の目的で位置関係や期間は、このままで良いかと考えます。 

 

【A 委員】 

今話題となった第２節をまとめてみれば、第２節で述べたようにとありますので、ここ

が多少変わってくるかと考えます。 

 

【議長】 

では、１章は終了して２章に入っていきます。 

 

【F 委員】 

構成については、前回の会議でこのような形になってので、これで良いかと思います。 
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【A 委員】 

ここはグラフが出てきますが、いきなりグラフが出てくるのは辞めた方が良いと思いま

す。２章の第１節に、第２章２節の２番を第１節に持っていければと思います。 

 

【E 委員】 

ここにデータを入れたのは、客観的な地域の状況を示す意図があったと思います。第１

次の計画から第２次の計画までの期間があるので、新しい計画を作る根拠が必要かと思

います。高齢化や世帯数やひとり親の数値など、その間の客観的なデータを示していく

ことも一つかと思います。決まっているから計画を立てるのではなく、変化に合わせ

て、新しいものを押し出していくデータが欲しいと思います。そうすれば、次計画の意

味ということで説得力が出てくるかと思います。もう一つは、客観的なデータのみでは

なく、意識調査みたいなものを入れていくのも良いかと思います。 

 

【B 委員】 

東村山市の人口が出てくるのは良いと思います。ただ、高齢化の問題は市の問題だけで

はなく、国や都にも関係してきます。その変動についても出していければ、東村山市も

同じ問題を抱えているということが分かると思います。 

 

【議長】 

グラフを活用しながら、この１０年間どのように変わってきたか、それが生涯学習にど

のようにつながっていくかということになります。第１節の中に、地域と人々とありま

すが、国や都の大きな推移があって、その課題につなげていければと思います。 

 

【E 委員】 

かつて公民館等の女性利用率が多かったのは、専業主婦が多かったことが要因のひとつ

ですが、最近は女性の働き方が変わり、それが公民館の参加層が変わってきています。

そのようなところから、生涯学習の在り方について変わってきていると考えます。 

 

【A 委員】 

主婦の人が減少しているのは、共働き世代が増加しているので、そのようなデータはあ

ればと思います。グラフにコメントは今のままで十分だと思います。 

 

【議長】 

なぜこのグラフを取り上げたかということを明確にして示すことが必要かと思います。

東村山市の生涯学習につながるグラフ活用が大事かと思います。 

 

【A 委員】 

とりあえずは東村山市の人口等がこういうことでという文章がありましたので、この文

章をグラフの前に置く方が、説明がつきやすいと思います。 

 

【B 委員】 

生涯学習を推進していくうえで、人口や家族構成や年齢層というのは外せない項目だと

思います。そこを文章化して、東村山市の形であれば分かりやすいかと思います。 

 

【議長】 

１節はここまでにして、２節は社会教育行政についてです。 
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【A 委員】 

案１の社会教育の事業で良いと思います。案２について評価を出していますが、ここで

はふさわしくありません。案４については第３章に使っていければと思います。案３に

ついては生涯学習の課題の後に入れて、状況の把握をしていければと思います。案１で

は目的を記載していますのですが、あゆみだと歴史がないとなりません。もしあゆみな

ら、いつから行っているかを入れるべきかと思います。 

 

【B 委員】 

一人でも多くの人が生涯学習に関わってほしいということの内容になると思います。そ

のためには、一人でも多くの人に生涯学習に関わっていない人に計画を通じて、生涯学

習とはこうやっているのか、関わってみようかという思いにさせていく必要があると思

います。そのためには、関心のない人が見て、関心を持ってもらえるように、道筋や流

れにした方が良いと思います。２節については、案１で良いと思います。東村山市の社

会教育についてこういうことを行っていると分かればと思いますので。これが生涯学習

だと理解して、やってみようかという考えになってくると思います。そういう意味では、

今行っている事業について具体的に説明をしていくことが分かりやすいと思います。新

しい人に生涯学習の大切さや分かりやすさを伝え、生涯学習に関わる人が一人でも多く

いてくれることがこの計画の意味かと考えます。 

 

【F 委員】 

案２は数値が入っていますが、この数値だけだとあまり意味がありません。案１が良い

と思いますが、「あゆみ」だといつからやっているのか分からないので、題を変えていく

か、始まりなどを書いていく方が良いと思います。 

 

【C 委員】 

案１で良いと思いますが、事業が文章の中に入っているので、それぞれがどのように行

っているかを分かりやすくしていけば良いと思います。案１のように数値を入れる場合

は、比較するものが無いので、どのくらい増えたかが入ってくれば良いと思います。入

れるとすると案１と３で客観的な数値が入れば良いと思います。 

 

【D 委員】 

２節で本来目的として書きたいのは、２・３番の生涯学習推進上の課題であり、そこへ

の前段が１番だと思いますので、もう少し簡潔的に済めばいいかと思います。ここから

選ぶとなれば、１番になり、よりシンプルで良いと思います。 

 

【議長】 

皆さんの意見を聞いて、案１を使っていき、後は、グラフとかは他で活用していくこと

になります。ただ、歩みというタイトルですが現実の話になっています。 

 

【A 委員】 

あゆみではなく、現状で良いと思います。 

 

【議長】 

２節の１番の表題が「あゆみ」でなく、「現状」か「事業」して、生涯学習を知らない人

にとっても分かるように、生涯学習の事業を入れていくのは必要かと思います。 

案１をベースにして、２節の社会教育行政の部分はそのように進めていければと思いま
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す。２番は生涯学習についてとなっています。 

 

【A 委員】 

ここは１節に移せばよいかという話が出てきます。 

また、生涯学習推進上の課題の後ろに施設の利用状況等が入っていければと思います。 

 

【議長】 

１章２章については、ご意見いただいた内容を踏まえて修正をしていただければと思い

ます。 

 

３．報告事項 

 

（１）令和２年度東京都市町村社会教育連絡協議会定期総会 

（２）令和２年度関東甲信越静社会教育研究大会 

（３）令和２年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会第１回理事会 

    

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  次回 ７月２９日（水）１９時～ 市民センター 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

４．閉会 

●副議長よりあいさつ 

 

 

※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 


