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令和 2 年度第 4 回立川市生涯学習推進審議会 会議録 

 

開催日時 令和 2 年 10 月 14 日（水曜日） 午後 6 時 30 分～午後 8 時 20 分 

開催場所 立川市女性総合センター（アイム）5 階第 2 学習室 

出席者 ［委 員］ 倉持 伸江 会長  楢崎 茂彌 副会長 伊東 静一 委員 

大𣘺 正則 委員   眞壁 繁樹 委員  梅田 茂之 委員 

竹内 英子 委員  難波 敦子 委員    宮本 直樹 委員     

岡部 君夫 委員  有田 真喜 委員  岩元 喜代子 委員 

［事務局］ 立川市生涯学習推進センター長 岡部 浩昭 

同 管理係長 新藤 博 

同 管理係員 大須賀 雄大（記） 

 

傍聴   0 名 

 

次第  1．開会 

2．会長挨拶 

3．協議事項 

（1）令和 2 年度第 3 回立川市生涯学習推進審議会 会議録について 

（2）立川市第 5 次生涯学習推進計画 平成 31 年度取組状況の進捗評価につい

て 

4．その他 

 

配付資料 1．令和 2 年度第 3 回立川市生涯学習推進市議会 会議録（案） 

2．立川市第 5 次生涯学習推進計画 平成 31 年度取組状況の進捗評価表（令和 2

年度実施） 

 

会議内容 

 

1．開会 

 

2．会長挨拶 

 

3．協議事項 

（1）令和 2 年度第 3 回立川市生涯学習推進審議会 会議録について 

（会 長）事務局より説明をお願いします。 

（事務局・管理係長）資料 1 になります。事前に確認をお願いしていますが、本日時点で

修正意見等は 1 件です。脱字のご指摘でしたので議事の内容に影響を及ぼすもの

ではございませんでした。それ以外のご意見はございません。会議終了後までに

ご意見等なければ、ご承認いただけたということで市のホームページで公開させ

ていただきます。 

資料１ 
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（会 長）ありがとうございます。何かこの件についてご質問等ございますか。（なし）  

（2）立川市第 5 次生涯学習推進計画 平成 31 年度取組状況の進捗評価について 

（会 長）事務局よりご説明をお願いします。 

（事務局・管理係長）資料 2 です。総評案に対するご意見等賜りありがとうございました。

皆様のご意見すべてを反映することはできませんでしたが、ご提出いただいたご

意見をもとに 9 月 29 日に正副会長と事務局で協議させていただいて、修正をしま

した。修正を加えたものが本日お配りしている資料になります。前回の会議で前

半部分をご確認いただきまして、本日は『Ⅰ-2-②』から赤字で修正してある部分

を中心にご議論をお願いいたします。また、一部追加している文章もございます

ので併せてご議論いただければと思います。 

（会 長）ありがとうございました。前回の会議では前半部分までしか終わらなかったの

で後半部分について事前にご意見をいただきました。その意見をもとに文章の整

理させていただきまして、見え消しの形で追加・修正したものの確認をしていた

だきます。最初の項目から確認をお願いしたいのですが 3 番の評価の部分につい

て、生涯学習推進審議会で求められているのは総評のコメント部分だけなのです

が、提出した後にセンターで総点検・総評価していただくという流れになってい

ますので、併せてご意見いただければと思います。それでは、『Ⅰ-1-①』です。

前年度と大きな変更もないので B 評価くらいではないかと思います。決定するわ

けではありませんが、特段ご意見なければ生涯審からは B 評価とさせていただき

ます。続いて『Ⅰ-1-②』です。こちらも大きく変更している箇所はないので、前

年と同様でいいかと思います。続いて『Ⅰ-1-③』です。ここは A 評価となってい

ます。前年度と比べて変更はないかと思います。続いて『Ⅰ-2-①』です。ここも

変更なしですね。ここまでが前回の会議でやっとところですかね。  

（事務局・管理係長）赤字で修正が入っていますが『Ⅰ-2-②』まで前回の会議で確認して

います。 

（会 長）確認後にプラスの修正が入っているということですね。では、『Ⅰ-2-②』です。 

（副会長）文章が変ですね。「各地域の課題は地域だけでも図りながら」だと意味が通じな

いと思います。 

（会 長）「課題を図る」というのが変ですね。課題だけなら「考える」だけでも問題あり

ませんが、図るなら「解決」ですね。 

（副会長）「地域だけでも」も気になりますね。 

（会 長）地域が主体的に考えながら広い視点でもってことだと思います。 

（副会長）「だけ」が余計な気がします。 

（会 長）「だけ」をとって「解決」を入れてみますか。副会長からの修正案は「各地域の

課題解決は地域でも図りながら…」 

（副会長）少しおかしいですかね。 

（会 長）どなたかご意見ございますか。 

（Ａ委員）解決の道を図るという意味でしょうか。 

（会 長）「各地域の課題解決を図りながら…」地域のことは自分たちで考えるという地域

住民が主体となるような意図を含めたいのですが、何かいい案がある方いますか。 
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（Ｂ委員）「各地域の課題は地域でも解決を図りながら」でいかがでしょうか。 

（会 長）ありがとうございます。「解決」をこっちに持っていくということですね。 

（Ｃ委員）「もっと」ではなく「より」の方がいいと思います。 

（会 長）ありがとうございます。今の修正を踏まえますと「各地域の課題は地域でも解

決を図りながら、より広い視点を合わせて検討していくことも必要です。」納まり

ましたね。それでは前回までの確認はここまでです。続いて『Ⅰ-3-①』です。事

前にいただいたご意見のおかげで意図は通るようになったと思いますが、ご意見

ございますか。 

（Ａ委員）4 行目と 5 行目のところで「参加してみたいと思える企画にも出会えることに

も」で「も」が重複しています。 

（会 長）「参加してみたいと思える企画に出会えることにもなります」ですかね。ありが

とうございます。 

（副会長）第 2 段落の「参加しやすい要件としては」とありますが、要件にはあたらない

と思います。「参加しやすくするためには」の方がいいと思います。 

（会 長）ありがとうございます。それでは 2 段落目の始めを変えます。続いて『Ⅰ-3-

②』です。評価が B から C に落ちたままとなっています。それと 3 行目の後ろ「ま

た」が連続しているので、「さらに」に変えましょう。続いて赤字で消したところ

ですけれども、当初は生涯学習推進センターが連携の機能を果たすようにという

文章だったのですが、打ち合わせの時に組織図をひっくり返して前の計画なども

見てみると、市民交流大学という大きな枠組みに市民企画講座・団体企画型講座・

行政企画講座という構想があって、センターという一部署が頑張るというよりは

市民とサークル・団体と行政がそれぞれ連携して進めるということもすべて含ん

だものが市民交流大学の構想となっているので、市民交流大学として調整機能を

図っていくということが求めていくものになるかと思います。日本語の表現は整

っていない部分があるかもしれませんが、趣旨としては今説明したようなことに

なります。会議の中でも改めて組織の構造を再勉強してもいいかと思います。  

（副会長）評価についてですけれども、文中に「評価できます」と書いてあるので B がい

いのではないかと思います。 

（会 長）取組状況としては、前の年度とあまり変わっていないですね。数字だけ見なく

てもいいのですが、前年並みに行われているということだと思いますが、それを

どう評価するかということですね。一部課題があると C になりますね。結構厳し

いですね、C 評価も多いです。それでは B で。次行ってもよろしいでしょうか。『Ⅱ

-1-①』です。 

（Ｄ委員）西砂の西武立川駅にコーナーをもらっているのですが、他の駅や JR だとどうし

ているかわかりませんが、武蔵砂川駅や玉川上水駅などでも関りを持って情報提

供できるかもしれないというところもあるのかなと思いました。 

（会 長）会社とも協働してお互い利益があるような形で使わせてもらえるといいですね。 

（Ｅ委員）担当として、この文章は皆様のご意見をつなぎ合わせただけと言いますか、今

までも同じ項目を担当させていただきましたけれども今年ほど具体的なアイデア

をいただいて、活発に機能しているということがわかったのは初めてでした。今
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期の委員さんが拠点としている学習館がすべてそろっていることも大きかったと

思います。あとは実践できるようにセンターや関係者の目に触れていただけるよ

うにしてもらうことを期待しています。 

（会 長）評価の部分ではありますが、具体的な提案を盛り込んでいて生涯審らしいもの

に仕上がっていると思います。なので、センター長には今後期待しています。  

（事務局・センター長）第 6 次の計画にも取り組みの中で裾野が広がっていないというこ

とが書いてあって、その通りだと実感しておりますが、具体策をいただいて検討

が必要だと感じています。 

（会 長）ありがとうございます。できるところから着手していただきたいと思います。

続いて『Ⅱ-1-②』です。研修について具体的な提案が記載されています。いかが

でしょうか。（なし）続いて『Ⅲ-1-①』です。この項目は広い意味での地域人材

の育成で、そのような講座を増やした方がいいのではないかということと市民リ

ーダーの話、学校支援ボランティアさんとそれをサポートする地域学校コーディ

ネーターの話となっています。順番は少し変えて整理したつもりではいます。い

かがでしょうか。 

（Ｅ委員）中身というよりは、学校教育と生涯学習のスタンスの確認になります。成果の

ところにも書いてありますが子どもたちを支えるというのが我々生涯学習の立場

ということで、総評のところにも学校教育を支えていくと書いてあります。学社

一体という言葉がある中で、学校教育側から我々を支えてもらうこともありうる

のではないかといつも気にしています。この立場はどのように考えればいいでし

ょうか。 

（Ｄ委員）私が書いた項目なのですが、学社一体のことが気になっていて、「支える」では

なく「協働」が正しいと思います。一学習館がどのように関わるのかを意識しな

がら書いたものですからこのような記載になっています。ただ、わからない言葉

もあって、「地域学校協働本部」というのが作られて、どういうもので誰が実施し

ているのか実態がわかりません。学習館が前に出てしまうと役割が重なってしま

うとか手順も気になるところですが、我々が何か力を貸せるところはないかと考

えていますがどのような組織かわからないと動き出せない面があります。  

（会 長）Ｆ委員何かご発言ありますか。 

（Ｆ委員）幸と西砂の地区が重なることから地域学校コーディネーターの方とお話し合い

をするという話を地運協の場で聞きました。係長一人で話をして、そこから下ろ

してきてどうするのかというところまでは決まっていないようです。 

（Ｄ委員）校長先生のような管理職が把握していない状況下で、コーディネーターの方々

と学校に関する話を進めて行くことは、心証を悪くさせてしまうような気がして

います。立川の教育を読んでも生涯審の答申を読んでもそのような流れになって

いるので、当然そのような考えはあるとは思いますが、学校の体制が整っていな

いとうまく連携できないと思うので、事前に手紙を送るとかしないといけない気

がします。 

（副会長）この段落は学校支援ボランティアについて言っているわけですよね。それ以外

のことには触れていないことから「支えていく」で問題ないと思います。今の議
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論は別の問題になると思います。柴崎学習館は一小と一体になっているのですが、

こちらから何か持ち掛ければ向こう方の仕事が増えるだけなので、学校側から要

請がきて動くのが筋という考えで合意はしています。 

（Ｄ委員）第一小学校の評議委員会の第一号をホームページから引っ張ってきたのですが、

校長先生の名前で「こういう学習支援をしてくださる方いませんか」というのが

出ていました。英語活動プログラミングなんかがでていたと思いますが、発信し

ていただけると地域としても動きやすいと思っています。地域を巻き込んだ動き

というのはいろいろな場面で起きていると思うので何をしていいのかがわからな

くなっているのが現状です。 

（会 長）きっかけはＥ委員の学校教育を支えるという認識でいいのかという問題提起だ

ったかと思いますし、それに関連してＤ委員から取り組まれている実情の中での

問題意識をお話しいただいたりしましたが、次回以降、センターから立川市の学

校と地域の連携・協働、学社一体という名のもとに進められている学校支援策の

ご説明をいただいてもいいかもしれません。学社一体の答申の時にも具体的な取

り組みの開発ができていないというのを課題として挙げさせていただきました。

それを実践しようとしているのが幸や西砂だと思うのですが、試行錯誤の取り組

みを生涯審でも共有して研究しながら、どういうスタイルが立川で考えられるの

か、そのために校長会なりセンターなり教育関連部署とどのようにネットワーク

を作っていくのかがこの会議で次に考えていくことかと思いますので、重要な問

題提起をいただけたかと思います。Ｅ委員がおっしゃったように、この話が出て

きた当初は概念的に言えば学校支援という文脈が出てきているのですが、「学校支

援地域本部」だったのが「地域」が先にきて「地域学校協働」になってからは、

どちらかが支える支えられるではなく学校も地域を支援して地域も学校を支援し

てという関係が理想ですよねという理想像として提起された概念なので、おっし

ゃるように地域が学校を支えるだけではありません。ただし、副会長が言ってく

ださったように学校支援ボランティアや地域学校コーディネーターの育成やネッ

トワークをどのように作っていくかの文章になるので、趣旨は大きく逸れないか

と思います。 

（事務局・センター長）地域学校協働本部の中に地域学校コーディネーターがいます。コ

ーディネーターというのは地域と学校を結ぶ役目なのですが、放課後に勉強を教

えたり環境整備したりしているのが現状です。本当の役割というのは地域と学校

を結ぶ中間の役割なのですがまだ始まったばかりです。地域と学校を結ぶコーデ

ィネーターを使って学校の足りないものを把握して、学校に負担のかからないよ

うに学校から「こういう人材が欲しい」と言われたときに地域学習館の人たちに

「こういう人いない？」と言っていただくのが理想です。 

（Ｄ委員）私たちは少しでも話をしやすい雰囲気を作っておくのが必要ではないか、そう

いう話し合いをしていく必要があります。それをするためには校長先生に趣旨を

説明しておいた方がいいと思います。 

（Ｃ委員）校長先生は地域学校協働本部事業の概念をご理解いただいていると思いますの

で、具体的に地域としてどうアプローチしていけるかを模索し合いながら進んで
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いくことがこの考え方なのかなと思います。 

（会 長）ありがとうございます。今回のメインは評価なので、次回時間に余裕があれば

意見交換や情報提供ができればいいかなと思います。それでは立ち戻って 11 ペー

ジの評価はこれでよろしいでしょうか。（異議なし）それでは続いて 12 ページ『Ⅲ

-1-②』です。字が薄くなってしまっていますがプラスアルファするかどうか、Ｅ

委員とＤ委員からご意見をいただいています。 

（Ｅ委員）取り上げていただいてありがとうございます。すでに取り組まれている実例の

ご紹介となっています。副会長がご尽力されて立川市の公式動画チャンネルに上

がっていました。もともと DVD で配るということだったので、それでは誰も見ま

せんよという話で YouTube にあげていただいて、次の世代にもつながることが行

われていますという紹介のつもりでした。 

（Ｄ委員）下を書いたのは自分なのですが、事務局にお手紙差し上げて回答いただいた部

分でして、学校教育の現場での立川市民科のことは知っていたのですが、生涯学

習にも立川市民科があることを知りませんでした。私が知らないということは他

の市民の方も同じくらい知らないのではないかと思います。なので、そういう目

的で講座をしているなら頭に「立川市民科」を入れた方がいいのではないかと思

いました。 

（会 長）立川市民科がブランド化していけば、SNS で検索したときに引っ掛かりやすく

なるというメリットはありますが、講座を企画する方々からすればそれぞれオリ

ジナリティをお持ちでしょうから、そういった枠組みでやりたくないという団体

さんとの調整みたいなものも今後必要になってくるかもしれません。 

（Ｃ委員）教育長が学校教育の立川市民科のお話をよくされていますが、生涯学習による

立川市民科も平成 29 年より始めたということもいろいろな場でお話されたらいい

と思います。 

（Ｄ委員）副会長がご尽力されている古道を歩くとか将来につながる形で立川を知る教材

になるものを録画していただいていると思います。 

（副会長）動画チャンネルは「立川市民科 古道を歩く」となっています。 

（Ｃ委員）私はこれが小学校に配られるものだと思っていました。 

（副会長）配っています。ＤＶＤも図書館と小学校に配っています。 

（事務局・センター長）学校の立川市民科は進んでいますが、生涯学習は平成 29 年からと

いうことでまちを知ってもらおうというところからスタートしている段階で、関

わるとか貢献するという段階に至っていません。古道を歩く等でまちを知っても

らおうというところからスタートして、学校のようにどのように関わって貢献す

るかは先の段階と捉えています。 

（会 長）これを答申の時に議論したのですけれども、本来は立川市民科は知るところだ

けで終わってはいけないという思いがあって自ら動いて変えていくところまで求

められているので、生涯学習のところでもう少しで頑張ろうという思いが教育長

にはあるとお聞きしています。私たちとしてもそれを後押しするコメントがある

のはいいと思いますので、Ｅ委員やＤ委員のご提案というのはそのまま採用とい

う形でよろしいでしょうか。（異議なし）では、13 ページ『Ⅲ-2-①』です。C 評
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価でやや厳しめのコメントとなっていますが、いかがでしょうか。今年は全体的

に踏み込んだコメントが多いのですが、研修の中身、研修後のこと、研修を活か

すための人事配置とか目配りをしたコメントとなっています。無いようなので『Ⅲ

-3-1』です。こちらも追加のご提案があります。 

（Ｅ委員）今回も取り上げていただいてありがとうございます。SNS に限らずですが、ネ

ット上のシステムというのは例えば点字図書館なんかで点字翻訳システムと連携

していたり外国語の翻訳にも対応していたりしていて、今の予約システムはその

枠組みを超え切れていないという意味でご指摘させていただきました。上の方に

書いてありますが LGWAN に移行して、親和性が無くなる部分があるかもしれない

と危惧する部分があるならこの一文はカットするべきかもしれません。  

（会 長）生涯審としてシステムの整合性まで配慮して意見を出す必要はないので、意見

や提案として出すべきところだと思います。「翻訳やテキストの音声読み上げ機能

などインターネット上で提供されているサービスを活かして、これらの課題を解

決するのも一つの方法です。」でいかがでしょうか。今ので意図は伝わったでしょ

うか。 

（Ｅ委員）大丈夫です。 

（Ｇ委員）施設を予約するときは団体で登録や予約をするわけですよね。現状として、障

害をお持ちの方は支援する人がついていてその人を通して予約したりセンターに

電話して予約したりすることが多いかと思います。 

（会 長）ありがとうございます。いろいろな立場の人たちが予約をしやすいように配慮

してくださいという文章があって、そのうえでＥ委員のプラスアルファで付け足

す意見があるので、もともとはＧ委員がおっしゃったような方向性で整理されて

いるかと思いますし、最後にＤ委員が追加してくれたようにサポートする職員が

大事ともつながるので意図としては含まれるかなと思います。 

（Ｇ委員）学習等供用施設については、管理運営委員会では自分たちの会館という認識が

あってそれはそれで大切なことだと思うのですが、私なんかが行くと予約しづら

い感じがあります。いじわるされているとかではなくあっという間に先を越され

て予約されてしまいます。地域の会館としての意味があって、そこを配慮しない

と反対を受けると思います。学習館の利用は行政予約が優先されますよね。地域

団体は優先されるとかなってくるかもしれませんが、そういうような配慮しない

と反発が出てきてしまうのではないかと思います。 

（会 長）学習館と学習等供用施設で位置づけや運営方法が違うので予約方法が異なって

いるところもあるかと思います。どちらを優先するのか、平等性という広く誰で

もという方を取るのか地域の活動拠点として自主性、自律性を優先するのか、丁

寧に議論する必要があります。少し表現を弱めますか。 

（Ｃ委員）時代の流れとしてはインターネットで予約できるというのがあって、わざわざ

その日そこに行かないといけないという苦情が多いのも現実だと思います。  

（Ｅ委員）何期か前にあったと思いますが、ネット予約をして窓口に行かないと本予約に

ならないというのも障害のある方からしてみれば大変なことで、インターネット

で完結するようになぜならないのですかという議論がありましたので、公平性と
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いう観点からコメントするべきところかなと思います。 

（会 長）評価のところで簡単に分析できるところではないので、腰を据えて議論すると

なると実態やデータを出していただいた方がよさそうだなという気がします。 

（副会長）Ｇ委員のご意見ももっともだなと思っていて、システムに入れてくれと言って

いますよね。「地域団体の活動にも配慮しつつ」と入れて柔らかくした方がいいか

と思います。 

（会 長）どこに入れますか。 

（副会長）「予約も」の後に。「地域団体の活動にも配慮しつつシステムに組み入れること」

とできればいいかなと思います。 

（会 長）では、３段落目が「また、生涯学習のもう一つの拠点でもある学習等供用施設

の予約も地域団体の活動にも配慮しつつシステムに組み入れることができれば」 

（副会長）「地域」が 2 回出てきてしまいますね。「各地域を舞台とした」は取ってもおか

しくないのではないでしょうか。 

（会 長）変ではないですね。だいぶ時間が押してきてしまいましたが、これで整理され

たということでよろしいでしょうか。 

（Ｅ委員）やはり気になるところがありまして、8 ページの『Ⅰ-3-②』。第 2 段落の意味

が全くわからなくて、「そのため」以下なのですが、組織的背景がわかっている人

には意味がわかると思います。一学習館から出ているものですからどういう効果

をもたらすのか、具体的に誰に何が伝わるのかというのがまったく想像がつかな

くて、文章が高度に感じているというのが正直なところです。 

（会 長）平たく言うとわかりづらいということですよね。 

（Ｅ委員）そうですね。 

（会 長）市民交流大学が何なのかわかれば違ってくるかもしれませんね。ただ、ここに

組織名や部署名を出したからと言ってまとめられるわけではないと思います。今

市民交流大学の会議体の見直しが始まっていて、この段階のことを話せばいいの

かもしれませんが、企画運営委員会とか庁内調整委員会がどうとかここで出して

も意味のあるものにはならないかと思います。センターがどこでどんな事業をい

つやっているかを実際に調整しているのかというと少し異なっていますので。 

（副会長）目的のところに「たちかわ市民交流大学を核として」と説明してあって、それ

について言っているわけなのでこれはしょうがないと思います。この間、市民交

流大学について説明を受けて理解したのですが、正直なところわからないかもし

れません。基本的には書いてあることについてコメントするわけなので致し方な

いかなと感じます。 

（Ｅ委員）回答する相手がわかる人ということなのでそれでもいいかなと思います。 

（会 長）市の内部の人はわかるのですが、おっしゃるようにこの複雑さ加減も問題で生

涯審委員がわかっていないといけない問題ですね。 

（Ｃ委員）わかりにくいのは最初の「それぞれの組織内部」の「それぞれ」が何なのか、

上に書いてある市民交流大学とか地域学習館であるとか青春学級であるとか、そ

れの組織内部ではという意味なのですよね。 

（会 長）そうですね、全部上げてしまうとそれだけですごい文字量になってしまうので、
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「それぞれの組織内部」と取組状況を踏まえてそのように表現されています。  

（Ｄ委員）今後の方向性のところで「庁内調整委員会は今後、必要に応じて会議を行う形

を残しつつ」の庁内調整委員会というのが何なのか私にはわからないです。  

（会 長）年に 1 回しかなく今後残らない調整委員会についてここに書いてもしょうがな

い部分はあります。センター長、改めて立川市の生涯学習の構造や仕組みを次回

ご説明いただいて、どこが課題かなど含めて意見交換などをしていけたらと思い

ますので、よろしくお願いします。これで進捗評価はある程度まとまったことに

はなるのですが、次回最終確認で赤字が取れたものをご提示いただくようになり

ます。次回、31 年度の評価だけをやるのももったいないので、今日いくつかでた

議案を含めて確認していきたいと思います。 

 

4.その他 

（会 長）令和 2 年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会第 2 ブロック研修会を 10 月 4

日にＨ委員、Ｆ委員、副会長、私で参加してきましたので簡単に感想や報告をさ

せていただきます。副会長からお願いします。 

（副会長）我々は社会教育委員を兼ねているわけですが、社会教育委員としての独自なこ

とは何もしていないと思いました。講演は社会教育委員の役割と提言ということ

で、このようにまとめてあります。東京都では「教育委員会の付属機関で専門的

知識や経験の活用を図り、行政に民意を反映させ、あるいは、行政の公正、慎重

な執行を確保するために置かれている」という風に言っています。行政に対して

「こうしてくれ」と言っているので、その役割は果たしていると感じました。  

（会 長）ありがとうございます。では、Ｈ委員どうぞ。 

（Ｈ委員）2 つ記憶に残ることがあって、社会教育委員は時間をきっちり守るイメージが

あったのですが、一部の方が 30 分の枠で 40 分経っても 50 分経っても説明が終わ

らないことがありました。事務局もダメ出しをせず座っている状況で残念に思い

ました。その後にとてもいいことを教わって、次の講演会は「AI やそれに取って

代わるものがいっぱいあるけれど文章や状況を読み取ってそれに対する対話力を

磨いていこう」という話をされていてとてもいいなと思いました。  

（会 長）ありがとうございます。Ｆ委員どうぞ。 

（Ｆ委員）「諮問をされたければ自分たちが考えて出しなさい」という話が印象的で、その

部分では立川市は頑張っているなと思いました。もう一つは「教育委員さんたち

といろいろな話し合いをしてください。するのが当たり前ですよ」みたいな言い

方をされていて、過去に 1 回だけ教育委員さんと教育長と話し合いをしたことが

あって、その時は思い出せなかったのですが、「こういう思いで作りました」と伝

える機会は必要だなと感じました。社会教育委員と言いながら生涯学習の方に特

化しているところが多くて、この中でもそういった話し合いがあってもいいかな

と思いました。 

（会 長）少し遅れて参加したのですが、Ｈ委員がおっしゃっていたのは、2 部制になっ

ていて前半が東大和市の委員さんたちがとても丁寧に東大和市の紹介をしてくだ

さって熱が入って延びてしまったということです。後半は立教大学の元社会教育
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主事の高井先生からのお話でテーマが社会教育委員の役割と提言だったのですが、

東大和市さんは答申がなくても 2 年に 1 回は提言を出しているそうです。どのよ

うなものを出しているかの歴史とか実際の提言書をいただいたりして、当番市の

東大和市さんが実際にこのような活動をされているということで今回このテーマ

になっているのだと思います。その後社会教育委員が何なのかという話があって、

諮問を受けて答申するのも役割なのですが、諮問がなくてもその時の市の課題に

対して自らが提言を出していくこと、立川市は生涯審の委員と社会教育委員を兼

ねていますが、委員個人としても意見を発信していくことができるという話があ

りました。短い時間グループワークの中で市によって会議の中身や回数も違うと

いう情報交換もしていたのですが、教育委員さんと意見交換や懇談会しているか

という後半の議論で、あまりやっていない市が多くて、立川市でも事務局に提出

して終わっていたかと思います。社会教育委員と教育委員さんとで直接意見交換

をする場があることで、社会教育や生涯学習が市の教育全体の中に位置づいてい

くことで問題意識が共有できるという仕組みが立川市でもできるといいなと思い

ました。どなたかきれいな資料をお持ちの方がいれば今後共有できると思います

ので、ご関心のある方はお声かけください。 

（Ｆ委員）もう一ついいでしょうか。皆様にお配りしてありますが、かわせみカフェを今

年もやる予定でいるのですが、学生から 10 月中にチラシがくるところが間に合わ

なかったので、日にちと時間とやる内容だけが書いてあります。今年は歌ったり

読み聞かせはできないのですが、ビデオにとってくれてそれを流すように考えて

くれています。できるだけ接触しないで交流を図れるように 9 月に来てプレゼン

してくれて決めたものが皆様のお手元にある資料となっています。ぜひ、来てい

ただけるとありがたいです。よろしくお願いします。 

（会 長）ありがとうございます。密にならない連携事業を今年は模索中で、錦の方はプ

レ錦まつりを普段は 1 日でやっているのを 2 日間に分けて予約制でやろうと準備

しているところで、次回の会議では報告できると思います。12 月 13 日、お時間の

ある方は視察という感じでご参加ください。副会長、こちら説明されますか。  

（副会長）一つは青いビラをご覧ください。こちらにも立川市民科と書いてあいてありま

した。立川市民の戦争ということで、戦後 70 年から毎年、空襲とか市民の戦争に

ついてのビデオを市民に取材して作っています。今回は 3 本新しいものを作って

いるところですが、機会があったら地元の歴史を知る、それから平和事業という

ことで申込制になっていますのでご覧になってください。それともう一つ、古道

を歩くですが、立川市民科ブックレット第 1 号と書いてあります。基本的には森

先生という立川シルバー大学、昔で言う中央公民館の館長さんが案内してくれて

ビデオに収めています。立川市動画チャンネル「古道を歩く」で出てきますので、

ぜひご覧になっていただければと思います。次は砂川編を作ろうと昨日実踏をし

てきました。力を入れているところですのでよろしくお願いします。 

（会 長）ありがとうございました。（中略）その他にございますか。（なし）それでは、

本日の第 4 回生涯学習推進審議会を終わりたいと思います。ありがとうございま

した。 


