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令和 3 年度第 2 回立川市生涯学習推進審議会 会議録 

 

開催日時 令和 3 年 7 月 13 日（火曜日） 午後 6 時 30 分～午後 8 時 00 分 

開催場所 立川市女性総合センター（アイム）5 階第 3 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 生涯学習係長 海野 仁 

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．報告事項 

（1）今後の開催方法について 

（2）（仮称）立川文化芸術活動臨時支援金について（地域文化課） 

（3）企画運営委員会の会議録について 

4．協議事項 

（1）令和 3 年度第 1 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 6 次生涯学習推進計画 令和 2 年度取組状況の進捗評価につい

て 

（3）質問に対する回答及び議題案についての意見交換 

5．その他 

（1）中学生の主張大会審査員について 

 

配付資料 1．（仮称）立川文化芸術活動臨時支援金について 

2．令和 2 年度第 5 回企画運営委員会 会議録 

3．令和 3 年度第 1 回立川市生涯学習推進審議会 会議録（案） 

4. 立川市第 6 次生涯学習推進計画 令和 2 年度取組状況の進捗評価表（令和 3

年度実施） 

5．第 2 回に向けての質問及び議題案 

6．第 41 回立川市中学生の主張大会審査員の推薦依頼 

 

会議内容 

 

1．開会 
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2．会長挨拶 

 

3．報告事項 

（1）今後の開催方法について 

（会 長）事務局より説明をお願いします。 

（事務局・管理係長）特に資料はございません。前回の会議でこの生涯審の会議時間を早

められるかどうかですとか、オンラインの会議に対応できるかというとアンケー

トをとらせていただきました。そのまとめたことをご報告させていただきます。

センター長の話にもありましたけども、20 時閉館ですとか一時的な夜間区分の利

用停止などもありましたがそれに対応するためにアイムでは、開催する時刻を場

合によっては 18 時とかに早めたりなど検討してきているところですけども、アン

ケートの結果ですが、お聞きしました昼間の時間帯開催については複数名の方か

ら対応が難しいという回答をいただいています。それからオンラインの開催につ

いては、日中の開催は対応できないという方がいらっしゃいます。夜間の時間帯

であればオンラインの開催は、可能ということですが個人で参加することが困難

な方もいらっしゃいます。その方は市役所でオンラインができますので、そちら

に集まっていただいて開催するということは可能です。一方でこの形、対面方式

で会議を開催したいというご意見もいただいています。結果をまとめさせていた

だくと、基本的にはこの形、今まで通り夜間での対面開催、これをまず優先とさ

せていただいて延期ですとか、そういった対応が取れない場合には、夜間にオン

ライン開催を実施するという順番で開催方法を検討していきたいと思います。ご

報告以上です。 

（会 長）ありがとうございます。結論から言うと、この形。皆さんのご希望もそれが強

かったということで、夜に対面で可能な限り開催します。けれども場合によって

は夜間にオンラインの可能性もあるぐらいに落ち着いたということです。今年度

そんなに会議の回数が多いわけでないので、あと 9 月、11 月、12 月、1 月、2 月

ということだそうでそのときに、感染状況とか社会情勢とかわからないですけれ

ども方針としては、この形で進めていきたいということでよろしいでしょうか。

（異議なし） 

（2）（仮称）立川文化芸術活動臨時支援金について（地域文化課） 

（会 長）事務局より説明をお願いします。 

（事務局・管理係長）今日急遽報告事項に入りますけども資料は 1 になります。地域文化

課の職員 2 名来ていますので、タイトル仮称ですけど立川文化芸術活動臨時支援

金についてということでこの内容をご説明させていただきます。社会教育法の中

で皆さんは社会教育委員でありますので、その会議に報告をするという取り決め

のある事業が始まるということで今日説明させていただきます。地域文化課より

お願いします。 

（地域文化課長）仮称の立川文化芸術活動臨時支援金についてでございます。新型コロナ

ウイルス感染症によりまして、市内で活動されている文化芸術団体が活動自粛ま
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たは縮小せざるを得なくなっております。このまま活動がなくなってしまわない

ように今後も文化芸術活動を継続していくことの下支えといたしまして、立川文

化芸術のまちづくり協議会というのがあるのですが、そこに市が補助金を出しま

して、その協議会から各団体に支援するという形になっております。そのまちづ

くり協議会につきましては皆様にお配りしておりますカラーの冊子をご覧いただ

ければと思います。支援金の対象といたしましては対象団体が平時より文化活動

を継続して行っている団体。これにつきましては令和 2 年の 3 月以前からという

ことで少なくとも 1 年以上やっていらっしゃって、構成員の半数以上が立川市民

で営利目的を除いた団体となります。また、立川市およびその外郭団体等からの

補助金の交付を受けている団体につきましては対象外となります。また文化芸術

活動につきましては文化芸術基本法というのがございましてその第 8 条から第 12

条に規定する活動という形であげておりますが、文学、音楽、美術、映画、漫画、

茶道、華道といった活動されている団体に支援金といたしまして、2 万円なのです

けれども、活動の経費に充てていただく予定です。対象経費といたしましては物

品の購入費でマスクですとか、消毒液そういったものに充てていただくためのも

のです。先ほどありましたこの（4）の調整事項につきましてはその社会教育法で

社会教育関係団体に対し統制的支配や干渉することがないようにということがあ

りまして、補助金等につきましては社会教育委員の皆様に報告をするということ

で本日ご報告をさせていただいております。文化芸術のまちづくり協議会につい

ては、この冊子の 1 ページ目をご覧ください。2009 年 12 月に設立されまして、2019

年で 10 年目となっております。この団体は市民団体等に補助金をお出ししている

団体でして、構成員につきましては大学・企業・地域・行政等が入っております。

構成員につきましてはこの 13 ページをご覧ください。この時点では 37 団体あり

まして、国立音楽大学ですとか立川市、また社会福祉協議会ですとか、文化協会、

立飛ホールディングスさん、多摩信用金庫さんなど市民、行政、民間事業者、ま

た個人の団体、そういった方たちが加盟されており市民の文化芸術活動に対して

補助金を出したり、自らも事業をやったり、人材育成といった活動をされている

団体です。報告は以上です。 

（会 長）ありがとうございました。新しい支援金として社会教育関係団体の皆さんも申

請できるということでお話していただいたかと思います。委員の皆様から何かご

質問ございますか。 

（副会長）理解できない部分があるのですが、加入団体の一覧表を見ていって、市のここ

で協議する必要があるという理由がわからないのですが、公的なお金になるので

すか。 

（地域文化課長）市が補助金をこの団体に年間 317 万円出しておりまして、今回の 6 月の

補正予算でさらに 200 万円程度上乗せいたしました。それをこの協議会に補助金

として出しまして、この協議会がまたそれぞれ市民団体に支援金という形でお出

しするということです。この協議会には立川市も入っておりますので、そういっ

たことから今回ご報告をさせていただいたというところでございます。  

（副会長）加入団体が支援のお金を出しているというわけではないのですか。  
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（地域文化課長）この団体が加盟するのに自分の負担金はないのですけど、支援金や協賛

金という形で市内の企業や団体等から協議会として協賛金を集めて、それをまた

その市民団体に補助するという、いわゆるアーツカウンシル的な活動をされてい

ます。この辺ではこういった活動されているところはなく先進的な事例ではあり

ます。 

（Ａ委員）このあと募集をかけて、予算は多くあって審査が厳しくないからどんどん応募

していいというニュアンスで受け止めてよろしいでしょうか。 

（地域文化課長）おっしゃる通りです。通常この補助金ですと最大 50 万円の補助金があり

ましてアール・ブリュットさんだとかがそういったように、通常は展覧会をやる

ですとか、コンサートやりますとか、それで審査をしてこの団体にはどうかとい

う形でやっているのですけど、今回はコロナ禍ということでそれとは別に最大 2

万円ですけど、イベントが出来なくても通常の活動にお出ししますという形での

実施となります。 

（会 長）ありがとうございます。（2）にありますように事業実施不問と書いてあります

ので、今年度事業やイベントができなくても会の維持のために支援金の申請がで

きるところが特徴的ですね。支援金の応募はいつごろになりそうですか。  

（地域文化課長）今日皆様にご報告させていただいた後ですね、このまちづくり協議会の

総会が 7 月に通常このように集まって総会をやるのですけれども、今回は書面開

催で 7 月 28 日までに決定していただいて、9 月 10 月ぐらいの 1 ヶ月で募集をかけ

まして、年内には団体さんにお支払いをさせていただくという流れになります。

学供施設ですとかそういうところにも申請書を置かせていただいて、感染予防の

ための消毒液ですとかマスクとかをご購入いただければと思います。 

（Ｂ委員）文化芸術基本法第 8 条から 12 条に規定する芸術活動をしている団体ということ

で、ちょっと具体的な話になりますが、立川市親子プログラミングサークルとい

うサークルをやっているのですけれども、コロナのせいで活動ができなくて、こ

れは素晴らしいなと正直思ったのですが芸術活動はしていません。つまり子供た

ちが作ったプログラムが、それが芸術作品として認められるものであるかよくわ

からなくて、その芸術の見境というのはどのあたりなのでしょうか。 

（地域文化課長）すみません。最初の部分が聞き取れませんでした。 

（Ｂ委員）立川市親子プログラミングサークルといって、プログラミングを共通言語とし

て、会話の一つのきっかけにしてもらおうみたいなので、実際 8 月 22 日に市民リ

ーダーの会みんなの講座を実施させていただくのですけれども、結局それの成果

物というのは子供たちが作ったプログラムになります。ゲームだったりお絵かき

だったり。それがいわゆる第 9 条の芸術っていう部分に当たるのかどうかという

判断は審査会でという話になってしまうのでしょうか。 

（地域文化課長）今即答できませんが、いわゆる文化芸術というカテゴリの中で活動され

ている団体にということになりますので、個別的な部分につきましては改めてお

願いします。 

（会 長）募集される際に問い合わせ先が設定されるかと思いますので、個別にご相談い

ただければと思います。文化芸術かもしれないという団体は学習館や学供に多く
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ありますので、そういった団体にもお声掛けいただいて申請していただく場面が

あるかもしれません。他にご質問ありますか。（なし）ありがとうございました。 

（3）企画運営委員会の会議録について 

（会 長）Ａ委員よりご説明をお願いします。 

（Ａ委員）それではお手元の資料 2 をご覧ください。たちかわ市民交流大学企画運営委員

会の議事概要でございます。時間が限られておりますので簡単にご説明をさせて

いただきます。3 月 29 日に行われました企画運営委員会ですけれども 1 番 2 番 3

番とございまして 3 番の報告の（1）各委員からの報告ということで、各メンバー

の所属団体の報告を丁寧に行っております。全般的に言いますとこの感染症対策

で行えなかった中止になったというところも多くございましたけれども、できる

範囲で工夫をしてやりましたという報告がなされております。裏面に行っていた

だきまして 2 ページ。（2）事務局からの報告というところでは各学習館の運営協

議会の報告を簡単に事務局の方からしていただいて、情報の共有を図っていると

ころでございます。2 ページ目の一番下の行からなのですが、③として、当審議会

の会議録いうことで、3 ページの一番上のところにございますけど、企画運営委員

会の方でも生涯審の議事録を配布しまして、相互の認識合わせのための情報共有

を行っております。3 ページ目の下のところ、4 の議事の簡素化でございますけれ

ども、昨年度、令和 2 年度の事業の進捗状況につきまして、年度末 3 月の開催を

書いてございましたので報告を事務局から受けています。それに対して委員の方

から意見等をいただいているところでございます。次のページ、4 ページ目のとこ

ろの 5 その他というところで、企画運営委員会の任期 2 年が満了になっておりま

して、今月から新しい第 8 期がスタートいたしております。という状況で先般 6

月 15 日に開催されましたが、その議事録ができておりませんので次回に報告をさ

せていただきたいと思います。 

（会 長）ありがとうございます。概要をご説明いただきましたが、委員の皆様から質問

や補足等ございますか。（なし）今回の議事録も市民交流大学の企画運営員会に配

布していただいているということで、議事録を介してにはなりますが、交流がで

き始めているか思います。 

 

3．協議事項 

（1）令和 3 年度第 1 回立川市生涯学習推進審議会 会議録（案）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 3 です。事前に確認をお願いしておりますけれども、今回は修

正意見が複数ありました。ただし全て言い回し等の軽微な修正でしたので発言内

容に影響を与えるような問題等ではございませんでした。今日終わるまで何かあ

りましたらご意見いただいて、ございませんようでしたら、承認していただけた

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。説明は以上です。 

（会 長）ありがとうございました。よろしいでしょうか。（なし）何かお気づきの点等あ

りましたら会議終了までにご発言いただければと思います。 

（2）立川市第 6 次生涯学習推進計画 令和 2 年度取組状況の進捗評価について 
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（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 4 になります。毎年行っている点検評価ですけれども、昨年度

はこの時期から作成開始していたのですが、決算資料等がまだ準備できていない

ところです。今年度は決算の資料がご提供できるときから評価していただくよう

なスケジュールを考えております。教育委員会の定例会の方で点検評価というの

も行っているのですが、そちらは多少書式が変わっておりますが、今のところ昨

年度までの様式で、資料 4 の一番最後のページにありますけども、この様式を基

本に考えております。この第 6 次生涯学習推進計画について、資料 4 の施策の体

系の表、施策目標があって左から施策の方向、具体化の取組という縦に分かれて

います。この一番右側の具体化の取組について今まで 5 次の計画で評価していた

だいてきていますけれども、事務局としてはこの 6 次の計画も全部で 16、 5 次は

13 でしたけれども、ここの具体化の取組を評価していただくということを考えて

います。次回は 9 月 28 日になりますけれども、その時には 9 月議会がほぼ終わっ

ているところですので、入力した評価表をご提示できるかと思います。本日は昨

年度までのやり方でいいか等を確認させていただければと思います。 

（会 長）ありがとうございます。生涯学習推進審議会の大事な役割の一つが生涯学習推

進計画の評価を行うということで、第 5 次計画の時より具体化の取組の数が増え

ています。具体化の取組ごとに進捗評価表が出来上がったらそこにコメントして

いくという流れでいいかというご確認かと思います。体系を見ていただくと 3 つ

の目標と 7 つの施策の方向があって具体化の取組が 16 項目になっているのですけ

れども、事業との関わりが見やすい具体化の取組の部分のコメントをしていくの

がわかりやすいからということもあってこのようにしてきましたが、これでよろ

しいでしょうか。まだ評価表が空欄で出てきているので、判断しづらい部分があ

るかもしれませんが、次回の会議では埋まった状態のものが示されるということ

になります。次回の会議で詳しく検討しようと思っているのですが、これまでコ

メントを完成させるプロセスは何段階か段取りを踏みながら進めていて、委員の

皆様に 16 項目すべてのコメントを考えてご提出していただくのが第 1 ステップ。

その出していただいたコメントを各担当者がとりまとめたコメント案を作成して

いただくのが第 2 ステップ。そのとりまとめたコメント案を正副会長で文言を整

理してコメントの様式を整えるのが第 3 ステップ。そして第 4 ステップでこの会

議の場で細かいところを確認・修正してコメントとして決定していくという段取

りで今までは進めてきました。項目数が増えているということと評価表が出てく

るのが遅いということを踏まえて今までの段取りがいいのかどうか再検討する必

要があるかもしれないと考えています。今までのやり方が丁寧だと思っているの

ですが、宿題が多くなったり、まとめていくのが大変になったりするので、どう

いうやり方がいいのかというのは今後検討していきたいと思っています。次回の

会議で皆さんと相談したいと思っていますので、ご了承いただければと思います。

この件はよろしいでしょうか。 

（Ｃ委員）コロナの影響であと 5 年後が今のような状況ではないと思うのですが、対応や

取組とか今回のことで努力したことなんかを伝えていく必要があるかと思います。
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特別なことは書けないかもしれませんが、そういった視点も持って評価していく

こと大切かと思います。 

（会 長）ありがとうございます。たしかにご指摘の通りで、計画の取組ごとに対する評

価なのでコロナという特殊事情の中で対応したことをどう引き継いていくかとい

うことの目線も必要かと思います。個表のコメントごとに入れていった方がいい

のか 16 個の取組とは別で生涯学習推進審議会としての意見を付すような形がいい

のか実際の点検・評価を見てみないとわからない部分がありますので 9 月の会議

の場で協議できたらと思っています。貴重なご提案ありがとうございます。  

（3）質問に対する回答及び議題案についての意見交換 

（会 長）本日のメイン議題となりますが、前回の会議で学習館の館長に来ていただいて、

委員の皆様から質問や意見を述べていただきました。事後に皆様から質問や議題

案をご提出いただいて、その質問に対する回答と議題の意見交換ということです。

事務局より説明をお願いします。 

（事務局・管理係長）資料 5 になります。提出していただいた質問と本日取り扱いたいテ

ーマ等をまとめた表です。一部の質問はどこをどの学習館が回答するかを設定さ

せていただいて、作成しております。議題については、学社一体に関する内容が

多くございました。こちらを本日のメインのテーマとして議題にさせていただけ

ればと思います。ただし学社一体に関しては、事前にメールで送らせていただき

ましたけど、平成 30 年度に答申を作成しておりますので、今日の議論はその答申

内容を踏まえた上でご議論いただければと思います。まずは、この質問に対する

回答について聞きたいことがあればお伺いしたいと思うのですが、生涯学習係長

が来ておりますので、現状の説明をさせていただいてその後意見交換をさせてい

ただければと思います。では、さっそく説明をお願いします。 

（事務局・生涯学習係長）資料 5 の最後についている学社一体の資料をお出しください。

答申の方に詳しく書いてあることを簡単にしたようなものになります。学社一体

という言葉は特に国とかが出しているものではなくて、ここの横に書いてある通

り立川市では、学校教育と社会教育のより一層の連携を目指し、今回の推進計画

の理念として上がってきた言葉になります。その元というのはどっから来たかと

いうと、国の考え方で学社融合というのがあります。学校教育と社会教育がそれ

ぞれの役割を前提として、両者の重なる部分は、一体となって子供たちの教育に

取り組んでいこうという考え方になります。学社融合をもっと進めていくという

ことで、理想としては学校教育や社会教育の垣根をなくし学校が拠点となり、学

びの継続性や地域活性化を目指し、持続可能な地域社会を確立するという大きな

理念が立っています。下の図がイメージ図になります。学校教育と社会教育が手

を組んで、いろいろな課題等を解決しながら地域社会を持続可能な形で進めてい

くというか守っていくという形になります。立川市で学社一体という言葉に沿っ

ていうと何をやっているかというのが下のところになります。生涯学習推進セン

ターで行っている事業で学校への支援として進めている事業があります。それが

地域学校協働本部事業ということになります。地域学校協働本部事業というのは、

国や東京都が進めている地域学校協働活動というのがありまして、その中の一つ
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に地域学校協働本部というのがあります。その他に、地域未来塾というのがあり

ます。これは放課後とかに子供たちに生涯学習で紹介している学校支援ボランテ

ィアさんとかも入ったりしてもらっています。あと中学校の部活動支援で、教員

の先生が指導員、部長として教えているのですが、その他に地域の人が入ってお

手伝いをしているというところがあります。あと放課後子ども教室、学童に通え

ない子とか、そういった子を一時的にみる地域の人たちが、集まって子供たちを

学校の中で見ているというのが放課後子ども教室です。そういうのを全部含めて

地域学校協働活動というのがあります。生涯学習推進センターの方でやっている

その地域学校協働本部の他には学校支援ボランティアや地域学校コーディネータ

ー事業があり、これらは地域学校協働本部事業と一体的として行っています。あ

と、今後どういうことが学社一体につながっていくのか、学習館として進めてい

かなければいけないのかということは答申の中に載っています。簡単に箇条書き

になっていますが、学校教育で学習館の生涯学習講座等で学んだことを学校で支

援員として教える形を目指していけば、学社一体の形になっていくのではないか

ということになっています。地域学校協働本部事業というのをもう少し詳しく説

明すると、裏面を見ていただくと、地域学校協働本部には先ほど言った地域学校

コーディネーターという方がいましてその方を中心に地域と学校が繋がる仕組み

になります。学校がこんなことしてあのような人を紹介してほしいという情報を

聞いて地域から人材を探して学校に紹介する仕組みになります。この地域学校協

働本部というのは国も東京都も進めている事業になりましてどうしてこれが必要

かというと地域における教育力の低下、学校を取り巻く問題の複雑化や困難化、

新学習指導要領の理念、社会に開かれた教育課程というところから、地域学校協

働本部というのがあります。その下が 31 年度なのですけど、代表的なところを載

せています。農業体験、近くの農家さんの土地を借りて、そこで農家さんが農業

を教えてくれて、野菜を育てて、それを学校によっては、販売するような形、販

売してはいけないのですけど、するような形まで持っていくような活動、あとし

ばっこ☆くらぶは放課後子ども教室に似ているのですが長期休暇期間中に居場所

のないお子様の居場所作りということで、一小が地域の人たちと行っている子ど

もの居場所作りになります。その他学習支援に地域の人たちが入っていたり、漢

字検定は学校の教育課程ではないので土日など PTA などに、またはその地域の方々

が子供たちの行っている学校に来て、そこで漢字検定をしています。英語検定も

中学校ではあったかもしれませかもしれません。そういった検定を他の会場に行

かないで学校でできるような仕組みとして行っています。件数は学校によって上

げ方が違うのですが、175 件で実施日数としては 3000 日ぐらいの日数を行ってい

ます。この仕組み自体は地域学校協働本部事業がなくてもあっても、というのは

変なのですが、地域住民の方が学校に入って支援は進んでいます。前回の会議に

学習館の館長の方々が来ていたということですが、地域学習館と地域学校コーデ

ィネーターの顔合わせを進めています。今学校を回って全校いろいろ話を聞いて

いるのですが、やはり先生たちは通常の授業や生徒たちの対応で忙しくしていて

他の地域と繋がるとか、社会教育のことを考えるとか、そこまではとても難しい
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状況です。これは国の方も言っていますが、地域学校協働本部をやるには、教職

員の働き方改革を考えて進めなさいとしています。ということは、教職員の働き

方というか教職員のお手伝いに力を貸せれば、地域と学校との協働が進んでいく

のではないかということになっています。地域学校協働本部事業は生涯学習推進

センターでやっているのですが、コミュニティスクールというのは、学校運営協

議会というのがあって教育部の指導課でやっています。これは学校の運営に関す

る協議や評価を行うもので委員さんには地域住民、保護者、校長・副校長、学識

経験者等が入っています。これもまた国が進めていますが、地域学校協働本部と

一体となって学校を支援していき、その繋がりが学社融合となっていくというこ

とになっています。立川市だと一体ということでもっと進んだところになります

が、国としてはそういった融合を目指しているということになります。課題とし

てはコミュニティスクールを学校が独自で運営しているということもあって、地

域学校協働本部でやっていることかなということでも、そちらがメインとしてや

っているというところがあるみたいです。こちらでも全部把握ができないのです

が、校長先生とか副校長先生の話を聞いていると、うちはもうコミュニティスク

ールでやっているよとか、そういう話でもコミュニティスクールというのは、基

本的に運営や評価を行う協議体なので、実際に動くのはまた別の問題なのですが、

学校とか地域の方々もまだ役割の理解をしていないというところがあります。今

後一体的に進めるに当たっては、コミュニティスクールの委員に地域学校コーデ

ィネーターが入ることを進めています。立川でももう 17 校ぐらいは、コーディネ

ーターの人が委員さんになっているのか委員さんの方がコーディネーターになっ

ているのかどちらかわからないですが、そのような形になっています。説明は以

上になります。 

（会 長）ありがとうございます。前回の会議で学習館の館長から現状や課題を伺って、

委員の皆様から出していただいた質問や議題案をもとに、学社一体に関するご関

心や問題意識が高かったので、今日意見交換できたらと思います。ベースとして

学社一体に関する答申、それから今の説明にあった学社一体、地域学校協働本部、

コミュニティスクールの立川市の位置づけや展開についてのご説明をいただきま

した。質問でもアイデアでも課題・問題意識でもいいので学社一体に関する、ま

た、第 6 次生涯学習推進計画で進めていこうという目標を立てておりますので、

それを推進していけるようなご意見をいただければと思いますが、いかがでしょ

うか。 

（Ｃ委員）学社一体の理念ができて、生涯学習推進センターの管轄する地域学習館等では

論議をして具体的な活動が進みつつあるということで、私が関係している砂川学

習館でも子ども対象講座のブルーベリー農家で地域の農業に関心を持っている方

が多く参加いています。体験活動を学習館をひとつの拠点として進めてきていて、

西砂学習館が先頭を切って進めてきていますが、学校の方から見ると学習館より

会館の方の関わりが強くて、子どもたちが地域の方から学ぶということも前から

ずっと行われています。そういうことを学社一体の理念として取り込み、位置づ

け、評価していくのがひとつの課題かと思っております。ここは生涯学習センタ
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ーなので、会館は視野に入れていませんね。 

（Ｄ委員）学供施設はそういう横の繋がりは職員自体がコーディネートできなきゃいけま

せんよというふうにちゃんと書かれています。 

（Ｃ委員）実際問題として、砂川学習館の運営協議会に参加しても会館の関係者と一緒に

論議をしたという記憶がありません。 

（会 長）学校と生涯学習施設との関わりということでいうと、学習館の問題意識と学供

施設の問題意識が重なる部分と職員配置の違いなどからそうではない部分があり

ますが、Ｃ委員のお話だと学習館の方の関わりも作っていった方がいいのではな

いかということなのでしょうか。 

（Ｃ委員）資料の中に会館で取り組まれているようなことも含まれるのだろうなと思うの

ですが、大きな理念の中ではそのようになっているけれども今日の説明の中では

ないということで、私たちの議論でも会館までいっていないということで課題の

ひとつかと思っています。 

（会 長）ありがとうございます。 

（Ｅ委員）私も西砂学習館の運営協議会委員をさせていただいておりますけど、地域に西

砂会館という学供施設がありますが、運営は民間委託といいますか運営協議会の

方にお任せしていることもあって、その方たちと学習館の運営協議会とがＣ委員

がおっしゃるように意見交換をしたことがなかったので、学習館の運営協議会と

しては学供施設の運営協議会の委員長などに来ていただいて一緒に進めていけた

らいいですねという話は出ていました。 

（会 長）会館と学習館との交流や意見交換をすることで子供たちや学校ともつながれる

のではないかということですね。たしかにあまりないですね。ありがとうござい

ます。 

（Ｃ委員）地域学校協働本部に学習館の代表も入っているところもあるのかもしれません

が、砂川学習館は入っていません。 

（会 長）学社一体の答申を出したときに委員の乗り合いというか交流の機会を作った方

がいいのではないかという内容を出していますが、まだそこまではいっていない

という段階でしょうか。まずは意見交換や交流の機会の創出というのが必要かと

思います。コロナでなかなか進まない状況ですが、一歩進める必要があるという

ところでしょうか。答申や計画の方には職員の果たす役割が大きいのではないか

と学社一体を進める上でも書かれていたのですが、先ほどのご説明で地域学校コ

ーディネーターと地域学習館との顔合わせを進めているという文言があったので

すが、ご紹介ということでしょうか。顔合わせというのはどういう形で進められ

ているということでしょうか。 

（事務局・生涯学習係長）コーディネーターの方々と地域の方をつなげるということで学

習館の運営協議会に来ていただいて紹介をしているところです。西砂学習館と幸

学習館が昨年実施しようとしたのですが、西砂学習館はコロナで中止となりまし

た。幸学習館はお二人コーディネーターの方が来られているという状況です。今

年は 4 館くらいで顔合わせを進める予定になっています。 

（会 長）第一歩としては重要なのですが、顔合わせた後にどうするのかというところも
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考えていかないといけないですね。 

（Ｄ委員）答申を読ませてもらってこのとおりになっていったらいいなと思っていますが、

ひとつひとつを形にすることがどれほど難しいことかということを実感していま

す。地運協のメンバーとコーディネーターの会合を一度もってどうなのかという

話がありましたが、その通りで、1 回もってそれでいいということではなく、その

1 回を皮切りに定期的に会合をもってお互いがざっくばらんに意見を言えるよう

な関係を作っていかないと支援をするとか支援を受けるとか、学校がどうすると

かという話にはなっていかないと思います。そういう部分では何しろ 1 回目を歩

み出して、その後、定期的に会合を持っていこうというスタンスなのですが、た

だ私はこれを読ませてもらったときに、例えば地域学校協働本部の実態として地

運協のメンバーが 10 名いますけれども、10 名が同じような状況でそれを捉えてい

るわけではありません。それから七中学区の立川市民科について、私は情報を得

ればそれを皆さんにはお配りして、七中が目指している立川市民科はこういうも

のだというものは共有しています。立川市民科がカリキュラムを作って指導に充

てていくということになっていますが、どういう位置を占めるのかなどを考えて

いくと、私達学習館の一メンバーが学ばなきゃいけないものがすごくあります。

そういう部分を持っていないと、コーディネーターの人とお話をして何の話をす

るのですかという話になってしまうと思います。ですから私達も得られる情報は

地運協のメンバーにお渡ししています。そういうものをベースとして持って、1

回目が 8 月 5 日に決まったのですが、そのときに地域学校コーディネーターと地

運協メンバーが全員で 1 回目の会合を持ちます。私はそのときにコーディネータ

ーの人たちに学校現場がどんなものなのか、そういう部分を逐一話をしていただ

けたらいいかなと思っています。あと、例えば、立川市民科のカリキュラムを作

るときに、地運協が関わって、前年度にカリキュラムを作っていってそういう部

分の中で人材があてがわれるような、それは学校と協議をしながらとなっていて

とても綺麗な表現だなってふうにはなっていますが、実際、先ほど話があったよ

うに、学校現場は社会教育だとかなんか入ってくることに対してアップアップな

状況で、そういう諸々が入ってくることに関して、快く受けいれてくれている状

況なのかなとすごく心配しています。ですから、私達はコーディネーターと話を

して、その結果を学校へ逐一伝えていこうと思っています。ですから、こういう

のができたらいいなと思うし私もこういうものを地域学習館の運営協議会として、

学校と連携して、ぜひとも地域の中でこういう活動していきたいという思いはあ

ります。ただ、先ほどもこういうふうに会議が進められましたとおっしゃってい

ましたが、情報を私達共有できていないので、実際はどういうプログラムで、そ

の 1 回の会議を進めたのか、そういうのは本当に知りたいです。8 月 5 日に 1 回目

があるのですが、それは自己紹介の後、何をメインテーマにしてお話をしたらい

いのかとか、悩んでしまうというか、そういう部分が何か情報提供して、こんな

ふうに進めていくといいよっていうような部分を示唆していただけると、一歩で

も二歩でも進めるのかなってそんなことを感じながら、今日は学社一体の話があ

ると聞いて期待してきました。 
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（会 長）ありがとうございます。 

（Ａ委員）Ｄ委員のおっしゃることはごもっともで同感でございます。これまでの議論か

らも皆様同感なのではないかと思います。平成 31 年の答申の中でもありますが、

学校運営協議会委員の構成員として地域学習館運営協議会委員が参加するという

形で進めていかないと大きく進めない状況にもかかわらず、地域学校コーディネ

ーターと地運協のメンバーが顔合わせをするという、そういうレベルなのです。

それでは全然前に進まなくて、委員が毎回の会議に相互に出席して、お互いの会

議でお話をするということをやらないと理解が進まないと思っています。2 枚目の

最後のところ、地域学校コーディネーターがコミュニティスクールの委員を兼ね

るとしています。正にこういうことなのだと思います。ところが問題なのが、地

域学校コーディネーターが生涯学習人材ではないということです。なので、地域

学校コーディネーターと顔合わせをしないといけないというレベルなのです。こ

こで 1 枚目の社会教育と学校教育の手を組んでいるところ、地域学校コーディネ

ーターは生涯学習推進センターの所管ですし、社会教育側から出ていればよかっ

たのですが、すべてを知っているわけではありませんが校長先生が任命している

ようで、学校側の人脈なのです。私の知る限りでは、ＰＴＡとか自治会からで学

習館からではないのです。だからここで前に進めなくなってしまっているのだろ

うと私は分析しています。そういう意味で地運協の委員さんがコミュニティスク

ールの委員さんになるくらいのことを進めていくと将来的には両方のことがわか

る地域学校コーディネーターが生まれてくると思うのですが、今はまだその気配

すらないと思っています。ですから、ぜひここを進めていただくのが肝だろうと

思っています。地運協の委員さんだけではなく生涯審の委員だってコミュニティ

スクール側の方に参加して学校のことも学んでいかなくてはいけないので、みん

なが複合的に重なることが大切なのだろうということを申し上げたいと思います。 

（会 長）ありがとうございます。 

（Ｆ委員）今年の 3 月でコーディネーターが変わっていて、これまで一生懸命来てボラン

ティアをやってもらえませんかとか声掛けがあったので行っていたのに 4 月にな

ってから人が変わって一度も来ていないです。情報が何もなくて、学習支援が始

まっているのでボランティアに行っている人には情報があるのですが、行ってい

ない人には情報が一切入ってこないという感じになっています。他の業務もある

のでしょうけど、来ていただくことでコミュニケーションが取れる、もう一人の

方が誘ってみますと言っていただいているのですが、顔を合わせるところから始

めないと情報が入ってこないです。せっかく近づけたのに遠のいてしまう部分が

出てきてしまうので、全体の日じゃなくても何人かで調整して会える日でもいい

ので、連携が取れる方法を考えていただければと思います。 

（会 長）ありがとうございます。唯一実施した幸学習館でも今のような状況ということ

なので、段階的に学社一体をどう進めていくか、5 年でどう目標を達成するかとい

うのはありますけど、先ほどＡ委員がおっしゃったような委員が乗り合うという

のは少し時間がかかることだと思います。その一方で、最低でも年に 1 回は地域

学校コーディネーターさんと運営協議会が会う機会を作っていただくことが重要
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です。会議に出ていただくのが難しくても、別日に参加できる運営協議会の委員

さんと顔合わせるだけで、何らかの方法でそういった場を持つということが今で

きる第一歩なのかなと思います。情報を運営協議会の委員さんにお伝えするか、

学習館の情報は地運協の会議で共有されていると思いますし、学校や地域学校協

働本部の情報を各学習館共通して会議で提供した方がいいじゃないかというのが

あると動かしやすくなるのではないかと思います。 

（Ｄ委員）校長会とか副校長会で、学社一体を今進めなきゃいけないだとか、立川市民科

がどうあるべきかということで、例えばその地域にある学供施設と連携をし、人

材だとか施設を十分利用しながら、地域の子供を育てていくんだという理念みた

いなものは絶えずお話として出ているものなのかどうか。そういう部分がベース

にあれば、私達が例えば学校と連携を取ろうとしたときそういうベースがあれば、

少し歩み寄れたり協力し合えるのではないかというふうに思います。 

（Ｂ委員）その地域学校コーディネーターさんっていうのはどういうことをやってる人な

のかというのが初めてわかったのですけれども、先ほどいろんな人が地域学校コ

ーディネーターさんにいらっしゃるとＡ委員がおっしゃったようにその方は学習

支援みたいなことに力をいれていらっしゃって、子ども会連合会ジュニアリーダ

ーの育成に力を入れていらっしゃるという方で、ある地域では自治会に力を入れ

ている方で、そのコーディネーターさんが先ほどの学校長や副校長に理念が浸透

しているかというお話と一緒で、そういうミッションを持っているとは話をして

いて感じなかったです。我々が熱い思いを学習館や生涯審がもって腰を付け合わ

せて話をしても暖簾に腕押しな感じになりそうだと危惧していて、そうするとそ

ことの情報共有から始めないと何のために紹介をいただいて地運協に来ていただ

いているのかコーディネーターさんには伝わっていない可能性があるのではない

かと思いました。 

（会 長）せっかくの顔合わせの機会を持っても活かせないというか土俵にも立てないの

ではないかということですね。 

（Ｂ委員）視点がずれてしまっているような気がします。 

（事務局・センター長）昨年の 11 月にセンターも職員とコーディネーターの顔合わせをし

て、いろいろなうち打ち合わせをさせていただいたときにコーディネーターの業

務というのは授業の支援がメインであって、コーディネーターという位置づけで

はなかったという感じがします。打ち合わせをしたことによって、コーディネー

ターさんの役目というのは地域と学校をつなぐ役目ですよというお話をさせてい

ただいた中で、その後に西砂や幸でそこであったメンバーもいますので、グルー

プごとに討議をしますので、では顔合わせをしてそこから進めましょう、11 月ご

ろには職員とコーディネーターさんが変わっているというお話がありましたので、

呼んだ中で、11 月にお話を聞いた時には学校で選ばれたコーディネーターさんと

いうイメージなので、学校支援で農業体験の支援とか授業の支援をするというこ

とが役割と思っている方も多くいらっしゃいました。コーディネーターさんの本

当の役割は地域と学校をつながなくてはいけないということを昨年の会議で理解

を得られたのですが、1 回だけの会議では理解は得られないので、積み重ねていっ
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た中で理解していただいた中で、どうしたら学校支援につながるかということを

地域の中の役割というのを再度認識していただいて、学習館もセンター職員も学

校のことも知らないでということもありますので考えていきたいと思います。  

（Ｇ委員）学社一体って学校が忙しいから手伝いましょうと言ってもこちらは何をしてい

いかわからないですし、コーディネーターは校長先生の一本釣りというお話です

けど、校長先生が変わったらどうなるのか、先ほどＡ委員がおっしゃったように

ＣＳ（コミュニティスクール）に入るしかないのかなという感じがします。学校

が忙しい中で手伝うというか口を出したら悪いのかなというところがあるので、

そのあたりを考え直していかないと前には進めないのかなと思います。 

（Ｄ委員）学校に支援をするというのも一つなのですが、私はそれと一つ違って、学習館

が子どもを支える場として、施設や人材があるのだから学校という場を使わなく

ても子どもを支える活動を開発できるのではないかというところをコーディネー

ターと一緒に考えていけばいいと思います。夏休み中、火曜日だけやっているけ

れども地域の団体に力を借りて子どもの居場所としての活動を広げていくという

ことはできるわけだから、そういう部分で学習館あるいは地運協が地域の子供を

育てるという部分をコーディネーターと一緒に開発することは十分可能ではない

かと思います。 

（会 長）学校のサポートをするという側面と地域の子供たちの居場所や学びや成長を支

えるという両方の面があります。 

（Ｄ委員）学習館がまだまだ開発できるものというのはコーディネーターと話すことによ

って広がるかもしれないので、二面性があって学校だけの問題ではないかと思い

ます。 

（会 長）いづれにしてもお互いのコミュニケーションと課題共有と実態把握をし合わな

いと「こういうことをやってもらいたい」「一緒にやってもらったら解決できる」

というところに入れないと思います。 

（Ｈ委員）7，8 年前に他地区で校長をやっておりましたが、コーディネーターの存在が大

きくて、市の派遣で毎日のように学校に来てくれていました。先ほどの地域本部

や児童館が全部つないでいただけるので、学校からの要望、社会教育からの要望

を受けて月に 1 回は昼休みの時間を使って情報交換をやっていました。そこがキ

ーポイントなのかなと思ったのと、社会に開かれた教育課程と簡単に流れていき

ましたけれども、ものすごい大きい理念で、教育課程というのは学校教育活動の

すべてで移動教室や外でいろいろな体験するのでも教室で算数・国語などの勉強

することもすべて教育課程なのです。どんな子どもたちを育てたいかということ

を学校と地域や社会教育が共有して、「ここは学校」「ここの部分は社会教育」そ

れぞれ専門の長けている方が多くいらっしゃいますからそういう方に来ていただ

く、社会教育の方でも社会教育の授業で子どもたちに積極的にＰＲして、「こうい

うところ行こうよ」とか要望していただきながら進めていくという風に転換して

いて、中央教育審議会の方でもそのように出しています。令和の日本型教育、日

本型の学校という形で出していますので、決して先生たちの働き方改革が主にあ

るわけではなく、そうやってお互いが役割分担をしていこうということですので、
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もっともっと連携と情報共有をしていかないといけないのかなと皆さんの話を聞

いていたら学校の立場から感じました。 

（会 長）ありがとうございます。コーディネーターが本来のコーディネートの役割を果

たしていくことができれば実現できると思うのですが、コーディネーターさんが

一生懸命にやってくださっているのですが、自身がパフォーマーというか支援す

る側に回っている感じもするので生涯学習の方でサポートできるとお互いの機能

が発揮しやすくなるのかなと思います。 

（Ｄ委員）やはり何回も会合を持つことが重要ですよね。1 回だから祖語が発生するので

あって、2 回 3 回と重ねて顔見知りになっていったら「こういう部分で人が欲しい」

とか「こういうところで困っている」とかそういう話ができるようになったとき

に連携しながら何かが生まれていくのではないかと思います。 

（会 長）そのための一歩を踏み出すために 1 回を作ろうとしていただいているのかもし

れません。今日の話だとそのような場を定期的に重ねていくことが大切というこ

とですね。申し訳ありませんが、退出時間が迫っているので、これから議論した

いところですが、次回以降もこの議論を続けられたらと思います。時間が足りな

くなって発言できなかった方申し訳ありません。次回以降よろしくお願いします。 

 

4.その他 

（1）中学生の主張大会審査員について 

（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 6 になります。毎年行っているもので社会教育委員宛に依頼が

きているものになります。今年度団体審査員を 1 名、個人審査員を 1 名、計 2 名

の選出をお願いしたいと思います。大会自体は 11 月 3 日の文化の日です。たまし

んＲＩＳＵＲＵホールで行われます。団体審査員は大会当日のみ、個人審査員は

大会当日に加え、ご自宅で作品の原稿の事前審査、それから 9 月 30 日に審査会が

ございますので、負担が大きいかと思いますが選出をお願いします。 

（会 長）2 名決める必要があります。一人は 11 月 3 日の大会に出席する審査員、もう一

人は 120 編の原稿を読んで、9 月 30 日の審査会にも出席し、11 月 3 日の大会にも

出席できる方を決める必要があります。二つ目の方が大変ですが、たくさんの作

品を読めるという利点があります。まずは立候補で決めたいと思います。  

（Ａ委員）個人審査員に立候補したいと思います。しかしながら私何回か経験しておりま

すので、経験していない方が立候補していただけるならば辞退したいと思います。 

（会 長）ありがとうございます。負担は大きいですが貴重な機会となりますがいかがで

しょうか。 

（Ｄ委員）いなければ大会当日の方をお願いします。 

（会 長）当日のみの方ですね。どうでしょうか。手を挙げ損ねた方とかいらっしゃいま

すか。（なし）それでは、団体審査員をＤ委員に、個人審査員にＡ委員にお願いし

たいと思います。ご協力ありがとうございました。本日の会議はこれで終わりた

いと思います。ありがとうございました。 


