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平成３１年度 第９回 たちかわ市民交流大学企画運営委員会議事概要 

 

日 時：令和２年２月４日（火）午後６時３０分～８時３０分 

場 所：女性総合センター 第２学習室 

出席者：宮本直樹、秦範子、加藤寛治、三上操、鳥海清、難波敦子、萩本悦久、小宮山正明 

事務局：五十嵐誠（生涯学習推進センター長）山口智子（市民交流大学係長）、片川明夫(同係職員)、

加藤裕史(同係職員) 

 

《事前配付資料》 

○令和２年度 事業方針（事務局案）（見え消し） 

〇令和２年度 事業方針（事務局案） 

〇令和２年度事業方針（事務局案）に対するご意見等 

〇令和２年度会議日程（事務局案） 

○前回議事概要（案） 

 

《当日配付資料》 

〇チラシ「ガチで話そう 男と女」 ２月９日（日） 

 主催：男女共同参画フォーラム実行委員会・福生市公民館 

 

１ 委員長あいさつ 

２ 資料の確認 

３ 前回議事概要（案）の確認 

  Ｂ委員から１ページの「全国大会で優勝」を、「アジア選手権で２位となった。」に訂正があっ

た。 

４ 報告 

（１）各委員からの報告 

○市民推進委員会 

Ａ委員：令和 2年度講演会について。ロバート・キャンベル氏の講演会を 10月 10日か 17日

に予定。吉村和敏氏（写真家）の講演会を 12月 12日に予定。同時にアイムギャラ

リーで写真展を開催予定。講座は、4-6月 13講座、7-9月 14講座を予定。 

Ｂ委員：「きらり・たちかわ冬号」で創刊 50号となった節目に、アイムギャラリーで 1月 20

日～26日、窓口サービスセンターで 2月 3日～13日まで記念展示を行う。次回 51

号は、市民推進委員の座談会をまとめたものを載せる。Ａ委員が 6年間受講者から

のデータをまとめたものをもとに話をした。「アイムの中には何がある」は生涯学

習推進センターで最終回になる。 

Ｃ委員：2月 15日の「まちパ」に参加予定。2月 21日に東京学芸大学生と協働で講座「たち

かわ人生すごろく」を予定。2月 27日に「きらきら交流会」を予定。4月 22日に

市民推進委員会総会を予定。 
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○市民リーダー 

    Ｄ委員：令和 2年度「市民リーダーみんなの講座」を 10講座予定。詳細はまだ決まっていな

い。 

 

○公募委員 

Ｅ委員：学校支援ボランティアに登録している。第九小学校の３年生に「むかしの道具」（歴

史民俗資料館から道具を搬入）についてはなしをした。また、柏小学校でそろば

んの授業の支援に行った。民間の先生が教えており非常に解りやすい教え方だっ

た。そろばんの授業は 3時間しかないので、「そろばんは面白い」と感じてもら

えればいいなと思っている。 

○副委員長 

副委員長：チラシ「ガチで話そう 男と女（主催：男女共同参画フォーラム実行委員会・福

生市公民館）」について。アドバイザーとして都留文科大学社会教育の冨永貴公

先生（研究はジェンダー、性的マイノリティ）が参加する。 

〇市民活動センターたちかわ 

委員長：2月 15日に総合福祉センターで「まちパ」を開催する。今年度から参加無料で、喫

茶コーナーを設ける。試行でシャトルバスを運行する。フェイスブックの「まちパ

特設コーナー」にバスの時刻表を掲載している。 

 

（２）事務局からの報告 

○各地域学習館運営協議会の議事内容の報告 

 柴崎学習館：学芸大学の院生視察と「すわっ祭」について。２月７日の地域学習館運営協議

会交流会で施設利用について聞きたいという意見があった。 

 砂川学習館：「地元野菜のだんご汁交流会」と、地域学習館運営協議会交流会の準備につい

て。講座「みんなで作曲してみよう」の講師を国立音楽大学にお願いしたいの

で市の地域文化課に依頼している。 

西砂学習館：地域活性化講座「パパもママも学びたい！楽しみたい！にしすな夜間塾～姿勢 

教室」や「西砂サマーイベント」について。３月２４日に開催する「生涯学習

スタッフ研修」について。 

高松学習館：映画会、ファミリーコンサート、交流会について。ファミリーコンサートは、

障害がある方の参加もあった。「高松誰でもコンサート」を３月７日に開催予

定。アール・ブリュット実行委員会が協力。他の学習館にも広げていったらど

うかという意見があった。 

 錦学習館：１月に開催された「プレ錦まつり」の進捗状況と報告。 

 幸学習館：「かわせみカフェ」のふりかえり。「子どものおやつ作り」「市民交流クッキング」

など料理の講座か多く開催された。幸学習館３０周年で６月１４日に「立川落語

会」を開催する。 
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○団体企画型講座について 

・令和 2年度実施の団体企画型講座が決定。１２団体中新規団体は２団体。 

  女性総合センターで開催予定の講座は４件。 

  ・立川謡曲会         「今、世界の人が関心を持つ能の魅力に触れてみよう」 

  ・認知行動カウンセリング研究会 「ポジティブ心理学を活かしてストレスケア」 

  ・たちかわ哲学カフェ（新規）  「私はカサンドラ？」 

  ・思いやりの会         「困った子は困っている子」 

  地域学習館で開催する団体は、地域学習館を拠点に活動している団体。 

委員長：団体企画型の公募を、変更してどう効果が出たのか。全館での実施は平常化したの

か。 

事務局：必ず学習館で１つ実施してもらえるよう声掛けをしてもらった。「たちかわ哲学カフ

ェ」は、社協の「あいあい通信」か「情報掲示板」などで知って応募したようで周知の

効果があった。 

 

５ 議事 

（１） 令和２年度事業方針について 

委員長：今日の会議で大枠を決め、３月の会議で確定したいと思っている。 

事務局：資料１-①、資料１-②は、昨年１２月に配布したものと同じものである。資

料２は、Ｆ委員からの提案と事務局からの提案を載せている。それ以外に年度の表記

がわかりにくいという意見があった。資料１で「次年度」を「令和３年度」と変更し

ている。 

       Ｆ委員：「立川市における生涯学習の方策（答申）」を読んだ。１０年くらい前、市民交流大学

の立ち上げのとき市民活動の先生を呼び、市民対象に講座企画や周知方法などの研修

を行っていたことを思い出した。事業を継続するためにも、フォローアップ研修や新

たな人材の確保のための人材育成研修が必要だと感じ提案した。 

事務局：事務局からは「事業方針 3」について具体策の変更を提案したい。これまで、庁内調 

整委員会を年 1回開催し行政企画講座への「市民との協働」をお願いしてきた。しか 

し、行政企画講座は各担当部署の事業の目的に沿った講座であり、「市民との協働」が 

適さない場合もある。課長を参集して効果があるのか、委員会のあり方を見直したら 

どうか等意見がある。今後は、事務局で各部署の講座企画の把握や市民との協働の必 

要性、課題を調査し、個別に行政と市民とをコーディネートしていきたいと考えてい 

る。庁内調整委員会は必要に応じて開催していきたい。 

委員長：変更が３点提案されたが、４点目に【重点項目】について確認したい。【重点項目】は

「事業方針６」、「事業方針７」、「事業方針８」でよいか。企画運営委員会での点検評価

は【重点項目】を中心に行い、そのほかの事業方針については行わない。「事業方針

６」は「障害者を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行された直後だった

ため【重点項目】に設定した。令和３年度に評価をするのは時代に合わないのではない

か。例えば、「事業方針５」などは「地域課題をテーマにした講座」とある。市民交流

大学事業も多様な講座が充実し発展してきたが、これは市民交流大学事業の理念でもあ
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り、地域課題の解決する学びとは何か、まだ手探り状態ではないかと思っている。もっ

とこの場で議論したほうがよいのではないかという考え方もある。 

副委員長：「立川市民科」は取り組みが始まったばかりなので【重点項目】の位置づけには  

しないといことだった。 

    事務局：「第６次生涯学習推進計画」では、「立川市民科」がキーワードとなっている。生涯学

習で「立川市民科」が始まって３年ほどで、どう取り組んでいくかが見えていない。評

価をいただくのであれば、もう少し取り組みが固まってから評価していただきたいと考

えている。 

    Ａ委員：「事業方針６」について、「立川市障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつ

くる条例」が平成 30年 4月に施行されたが、事業方針には反映させなくてもよいの

か。 

    事務局：法律をもとに条例があるので、法律が網羅するという認識でいる。 

    Ａ委員：Ｆ委員の提案に戻るが、行政で「生涯学習スタッフ研修」を３月頃にやるが、それが

Ｆ委員が言っている研修なのかと思う。 

    事務局：Ｆ委員の提案は一般市民を対象にした外部研修で、「生涯学習スタッフ研修」は内部

研修だ。 

    Ａ委員：それを発展させたものができるのではないか。 

    委員長：平成１７年度頃、「公民館」から「学習館」に移行する時期に、職員や市民対象に

「生涯学習人材育成研修」が実施され、私も参加した。その何年後かに、また 2回く

らいそういった研修を実施したが、おそらくＦ委員が受けられたのはその時期の研修

だろう。当時の公運協議会委員や生涯学習リーダー等も参加し、講師となる人、講座

を企画する人と枝分かれしていった。そういった大掛かりな研修があった。 

    Ａ委員：その時の研修の結果、市民推進委員が５０名集まったと聞いている。10年が経ち、新

しい市民などに呼びかける研修も考えてもよいと思う。 

    委員長：「生涯学習人材研修」を市民交流大学の講座の１つとして仕掛けてみるのもいいので

はないか。「市民企画講座」や「行政企画講座」で企画してもよい。 

「（1）企画」の項目に盛り込むか、「立川市における生涯学習の方策（答申）」の施策

目標Ⅲ「地域人材の育成と学習施設の有効活用―学びを支える持続可能なしくみの構

築―」に基づいて、新たに大項目Ⅲを立て「研修に努める」ことを盛り込むか。「企

画」の項目で「一般市民向け人材育成研修」を実施することと、大項目Ⅲで「生涯学

習に関わる職員(スッタッフ)研修」を実施することを盛り込む。どちらか 1つをやる

か、２つやるか。 

    事務局：広く市民に呼びかけて研修を実施し、その後の活躍の場を「市民推進委員会」にする

ことが流れかと思う。それを進めて課題があれば、企画運営委員会で議論してもら

う。 

   Ｂ委員：市民企画講座で「編集講座」をやり、それがきっかけで市民推進委員になっている。 
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Ａ委員：その「編集講座」は行政からの提案で実施した。市民推進委員会で「講座づくり」研

修もやろうと考えているが、それは市民推進委員会の動きであって、市民リーダーも

含め市民交流大学全体としてどうしていくか。 

   Ｄ委員：市民リーダーの会は講師の団体なので、講座を企画する研修とは切り離して考えた

い。予算も無い中で、講師を育てていかないといけないので別で考えてもらいたい。 

   Ａ委員：行政主導でやるのが本当ではないかと思う。 

   委員長：一般市民向けの研修は、「（１）企画」に「市民人材の発掘」として事業方針を盛り込

むことでいいか。文言については宿題にしたい。 

  副委員長：Ｆ委員の提案は、「答申」に基づいて提案されているということだったので、大項目Ⅲ

を設けてそこに入れてほしい。もう生涯学習支援は行政職員だけがやる時代ではな

い。「学びのサイクル」という言葉もあるように、学んだ市民が次の世代を育てる主

体になっていくということが求められている。そういうスタンスで、市民交流大学が

有効に使われることが大事だ。「行政側にお願いしたい」という気持ちは分かるが、

我々側もどういう講座をつくるのがいいのか考えていけるといい。 

前回も話しをしたが、「社会教育士」という資格ができ、学校支援コーディネーターの

名刺に肩書として載せることができる。国家資格的な肩書を持っていると学校や研究

機関から必要な人材を呼びやすく、活動しやすい。社会教育支援を勉強していく中で

「生涯学習支援論」というのがあり、そこでも、市民自らが講座を創る主体になるた

めには何が必要かを学習する。私も 4月からその科目を担当することになっている。

「ネットワーク化」が１つのキーワードになっている。豊富な人材をもち、それを有

機的につなげていくことが必要だ。そもそも人材の発掘自体が 1つのスキルだと思

う。市民推進委員なら簡単に見つかるところが、単なる受講生にやれとなると難し

い。ある程度経験し活動する中でネットワークが構築されていくと思う。「講座をつく

る」講座というより、もっと大きな枠組みで「生涯学習支援とは何か」を学ぶ講座が

あるといいと思う。「生涯学習施策の体系」の「施策目標Ⅲ」「施策目標１地域人材ネ

ットワークの構築」に呼応したかたちで市民交流大学の方針に位置付けていきたい。 

   委員長：生涯学習推進計画とリンクし、提案を活かすために、「施策目標Ⅰ」の市民交流大学の

発展・充実にリンクさせるようにもっていくのもいい。「施策目標Ⅲ」は主に学習館事

業がぶら下がっている。市民交流大学の関連は、「市民推進委員や市民リーダーの研修

の実施」が位置付けられているだけ。突破口を開くためにも、「施策目標Ⅲ」に呼応し

て、市民交流大学事業にもⅢをたてて「学びにかかわる市民や組織との協働」として事

業方針を位置づけ、具体策として「市民推進委員、市民リーダー、行政職員も含め研修

を実施する」はどうか。さらに、「企画」のところで「企画を検討する」としたらどう

か。 

   副委員長：生涯学習推進計画は３月にパブコメというスケージュールと聞いている。委員のみなさ

んにもパブコメを出してもらえると、市民交流大学との関係が位置付けられると思う。

「計画」は市民交流大学を意識して策定されているが、逆に市民交流大学の「事業方

針」は「計画」を意識して作っていない経緯がある。リンクさせるということをこの機

にやっていきたい。 

   委員長：それでは、「企画」のところと「大項目Ⅲ」をたて、今の議論を成文化して 3月にまと

めてもらう。 
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次に年度の表記について。「令和３年度」を「次年度である令和３年度」、「平成 31年

度」を「前年度である平成 31年度」としたらどうかという意見がある。 

  Ａ委員：委員が意識すればいいこと。変える必要はないのでないか。 

  委員長：そのほかに、「令和 3年度事業方針と具体策に反映させる」とあるが「具体策」も事業方

針に含まれるので削除してもいいのではないか。 

  事務局：「具体策」を削除し、「令和 3年度事業方針の策定に反映させる」とする。 

委員長：次は、「事業方針３」の具体策の内容の変更提案について。 

  副委員長：年１回以上の開催となると、各部署の負担になるということか。 

事務局：年１回集まり、集まった部署すべてが「市民との協働」に当てはまるということではな

い。庁内調整委員会の機能は維持し、委員会の開催ではなく個別に調査などを行う方法と

したい。庁内調整委員会のメンバーと実際講座を実施している部署が、事業が始まったこ

ろより拡大し、合致していない。講座を実施している部署すべてを対象にしたところで、

集まるかどうかも不明だ。委員会の開催にこだわらず、調査をかけて状況を把握し、市民

との協働の可能性があるところに直接働きかけていけたらと考えている。庁内調整委員会

は、課題が出て一堂に集まって議論したほうが効果的であれば開催する方向でいきたい。 

 副委員長：必要に応じて開催する方向でよいのではないか。 

  事務局：会議開催のための事務局の業務負担と開催の効果を考えると、調査をかけて個別の講座

の分析等に業務量を注いだ方が効率がよいと考えた。 

  委員長：庁内調整委員会は、年１回課長たちの合意形成の場だが、そこを通さないと何も動けな

いというものではない。庁内調整委員会を開くことにこだわることはないと思う。市民

交流大学が始まったときは、市民交流大学事業を市全体で取り組み、講座の案内もワン

ストップでする等、合意形成をするための有効な会議だった。市民交流大学事業が軌道

に乗っている今は形骸化しているということ。委員会を開催しなくても事務局や生涯学

習推進センターが中心になって機能を果たしているのであれば、事務局の提案どおりで

いいのではないか。 

  事務局：先ほどの「研修」について。市民リーダーの目的を再認識し、行政としての支援を検討

していく。市民推進委員会と同じ位置づけではない。 

  Ｅ委員：４ページの「立川市民科」の定義はどこかに載っているものを引用しているのか。「貢献

する学習」とはどういうことか。 

事務局：学習を提供するという立場から、生涯学習推進センターとしては、「まちを知る学習」、

「まちと関わる学習」、「まちに貢献する学習」と捉えている。まちづくりに貢献できる

人を育むという意味では、学校教育の「立川市民科」の目的と同じ。 

  Ｄ委員：先ほどの事務局の「研修」の件で、「市民推進委員会と同じ位置付けではない」とはどう

いうことなのか。 

  事務局：市民推進委員会は、市民交流大学事業を支える柱を担っている。市民リーダーは講座を

提供するのではなく、「講師」であり、市民推進委員会と課題が異なる。「講師」として

の力量を高めるための支援を行政としてどうするか、研修としてできるのか検討してい

きたい。市民リーダーの交流会などは各リーダーの発表の場になっているがそれも１つ

の研修になっていると思う。それも含めて、市民リーダーの力量を高めていくためにど

うするか検討したい。市民リーダーの会から「案」として出していただいてもいい。市

民リーダーの支援については行政も工夫が必要である。 
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委員長：議事は以上である。 

 

（１） 次回の会議日程について 

３月１０日（火）１８：３０～ 女性総合センター 第２学習室 

 

（２） 来年度の会議日程について 

資料３のとおり確定する。 

 

以 上 


