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令和 3 年度第 3 回立川市生涯学習推進審議会 会議録 

 

開催日時 令和 3 年 9 月 28 日（火曜日） 午後 6 時 30 分～午後 7 時 45 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．報告事項 

（1）企画運営委員会の会議録について 

（2）Wi-Fi 設置状況について 

4．協議事項 

（1）令和 3 年度第 2 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 

 

配付資料 1．令和 3 年度第 1 回企画運営委員会 会議録 

2．26 市 Wi-Fi 設置状況調査票 

3．令和 3 年度第 2 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）  

 

会議内容 

 

1．開会 

 

2．会長挨拶 

 

3．報告事項 

（1）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）お手元の資料 1 をご覧ください。1 ページ目の中段に議題が 1,2,3,4 とござい
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まして 4 番の「報告」の部分について、企画運営委員会の各委員からそれぞれの

活動のご報告をいただいて、情報の共有を図っているところでございます。１ペ

ージめくっていただきまして、2 ページの中段「（2）事務局からの報告」というこ

とで事務局から各報告をいただいています。「①地域学習館運営協議会」ではそれ

ぞれの地運協から報告をいただいて、「②配布資料の説明」ではいろいろな資料を

いただいてその説明を受けているところでございます。それに対して各委員から

の質疑応答という形になっております。お時間があるときにご覧いただければと

思います。その下の 5 番の「議事」につきまして、令和 2 年度のまとめというこ

とで成果や課題を事務局より取りまとめたものを配布されております。それに対

して委員から意見、感想、質問等をさせていただいております。活発な議論がご

ざいますので、ご覧いただけるとありがたく思います。5 ページ目をご覧いただけ

ればと思いますが、中段のところで「その他」というのがございます。第 8 期の

公募委員について、今回は 6 月で最後だったので来期の公募の話があったりとい

うことで、7 月から第 8 期の企画運営委員会がスタートしております。9 月 21 日

に第 1 回の会議を行っておりますが、議事録ができておりませんので次回ご報告

させていただきます。 

（会 長）ありがとうございました。なにかご質問やご意見等ございますか。  

（副会長）1 枚目の 4 の報告を見てください。「（1）各委員からの報告」というところに「今

年度の講演会はロバート・キャンベルさん（9 月）と楢崎さん（11 月）」と書いて

あります。11 月 20 日に戦争体験を映像に残す取組という題で講演をする予定なの

で、時間があれば土曜日なのでアイムホールで参加していただければと思います。 

（会 長）ありがとうございました。学芸大のことも取り上げていただいているのであり

がたいなと思います。他にございますか。 

（Ｂ委員）地域学習館運営協議会からの報告が 2 ページの下にあるのですが、高松学習館

がないのが気になったのですが、事情があったのでしょうか。 

（Ａ委員）高松学習館もご報告をいただいたと思うのですが、議事録作成時点で書くのに

苦心したのかもしれません。 

（会 長）1 館だけ抜けていると気になりますね。 

（Ｂ委員）出すべきものを出していないのか、作っていないのかと心配になりました。  

（Ｃ委員）よろしいでしょうか。地運協の報告のところで幸学習館のかわせみカフェは 10

月ではなく 12 月です。かわせみカフェは元々12 月の予定です。 

（Ａ委員）6 月の時点では 10 月だったということではなく元々12 月ということですね。 

（Ｃ委員）学生さんとの関係で 6 月はいろいろな行事と被ってしまうので、昨年度の段階

で 12 月にやると決まっています。 

（Ａ委員）ありがとうございます。記載ミスだと思います。 

（Ｃ委員）お祭りが 6 月から 10 月に変更になっています。 

（会 長）お祭りのことかもしれないですね。混同されているのかもしれないですね。他

になにかございますか。（なし）9 月 21 日にもあったということなので、次回の会

議の時にご報告いただければと思います。 

（2）Wi-Fi 設置状況について 
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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）Wi-Fi の設置状況について柴崎学習館の地運協から報告するように

とご依頼がありまして、別件で調査した資料がございましたので加工してご報告

いたします。資料 2 の A3 の横の大きい紙になります。調査したのが 5 月末時点で

すので今日までの間に変更している可能性がありますけれども最新情報で無いも

のが含まれているかもしれないことにご留意いただければと思います。立川市を

含めた全部で 26 市の Wi-Fi 設置状況とオンライン講座を実施しているかどうかの

一覧表となります。左側に市の名前が書いてあって、26 市中 8 市が Wi-Fi 未設置、

残りの 18 市が市内のどこかしらで設置されています。設置している 18 市のうち 7

市で ZOOM 等を使用したオンライン講座の配信を実施しているという結果となって

おります。詳細につきましては、真ん中のオンライン配信状況とその右にその他

の欄に記載がありますので、どのようにオンライン講座を実施しているかどうか

どのように Wi-Fi が利用されているかを簡単に記載してありますので、ご確認い

ただければと思います。 

（会 長）ありがとうございました。なにかこの件についてご質問やご意見等ございます

でしょうか。 

（Ｄ委員）三鷹市が 1 と 2 に分かれているのはどういう理由でしょうか。 

（事務局・管理係員）表の作成時に分割されてしまったのが残ってしまったかもしれませ

ん。表中に記載もありますので、設置で間違いないかと思いますので 4-2 の方は

削除でお願いします。申し訳ありませんでした。 

（Ｅ委員）こちらは自治体のどこに対して調査をしたのですか。 

（事務局・管理係員）生涯学習にかかる所管課になります。 

（Ｅ委員）町田市は昨年の段階で YouTube も配信しています。オンラインでの配信も実施

しているので、町田市のどこに調査したのかなという気がします。 

（会 長）事務局と出先とで、施設の方に調査しているわけではないのかもしれませんね。  

（Ｅ委員）ちなみに昭島・町田・小金井・西東京はすでに公民館で使っています。 

（会 長）学芸大でやっている研修も職場から参加する方が増えていて、公民館から直接

つないで受講している方が増えています。 

（副会長）そうすると未設置なのは４つになりますね。 

（会 長）主催講座で使うのかと市民の方に広く使えるようにするのかとでは違う問題で

すし、物理的環境が整っているかとどのように活用するかでは違ってくるかと思

います。Wi-Fi 設備が整ったら活用していかなくてはいけないのでどうやって学習

機会を広げていくかを考えていかなくてはいけないかと思います。 

（Ｅ委員）町田には YouTube とかに詳しい職員がいるんです。どういう機器をどういう風

に使えば有効に発信できるかということに詳しい職員がいるところは早いです。

たまたまそういう職員がいるから早かったということです。 

（会 長）出だしはどうしても人に依存しがちですね。職員の中でもそうですが市民の方

にも得意な方もいらっしゃるでしょうから、人材の発掘というか連携というのも

今後可能かと思います。錦学習館で学芸大の授業と地運協の共催でオンライン講

座をやったのですが、学ぶことはたくさんありました。学生も職員も委員さんも
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初めてで、まだ機材がないので私の持っているポータブル Wi-Fi で学習館から配

信したのですが、やっていくプロセスで学ぶことはたくさんあるし、対面の講座

と共通する部分と別に準備しなくてはいけないところがたくさんあるなという感

じがしました。学生が課題を整理しているので皆さんと共有できたらいいなと思

いました。今年の秋のプレ錦まつりもオンラインで試行としてやろうという話も

しているので、他の学習館や生涯審でも共有できたらいいなと思います。  

（Ｂ委員）9 月 23 日に栄町の防災訓練をやったのですが、東京都の底力の助成金でデジタ

ル活用支援という枠を活用しました。条件としてオンライン配信というのがあっ

てやってみたのですが、屋外でモバイル中継するというのはとても大変です。普

段こういうところで固定カメラで配信する会議とかと違って見づらかったとか聞

きづらかったとか苦情ばかり書かれてしまって、やってみないとわからないこと

だらけで、学んでいかないといけないことは多々あるなと感じました。  

（会 長）この議題では情報提供いただけたということで、今後立川市の生涯学習の環境

が整っていくことを期待したいと思います。 

 

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。今回は修正意見が

1 件ございましたが言い回の修正でしたので発言内容に影響を与えるような問題

等はございませんでした。会議が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） 

（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 

（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。事前にメールで送らせていただいております進

捗評価表は毎年点検評価していただくものになります。第 6 次計画となって初め

ての年となりますのでよろしくお願いします。本日、まず担当者決めをさせてい

ただくのですが、進捗評価表の既に記入があるところ、真ん中の 2 年度取組状況

ですとか事業成果・課題・今後の方向性を事務局で入力をしてあります。後日で

結構ですので、「この事業内容はこの項目ではなくこっちの項目がいい」とか修正

した方がいいこと等ありましたらご指摘いただければと思います。5 年間の評価の

1 年目なのでチェックをしていただけたらと思います。別紙のＡ4 の施策の体系で

すけれども 1 グループ、2 グループとあるのですが、この表の一番左に施策目標が

3 つありますので、ⅠとⅡをひとつのグループ、Ⅲをひとつのグループとして希望

を取りながら 2 グループに分かれていただこうと思います。昨年度までは 13 項目

あって委員さんの数も 13 人だったので、一人 1 項目できたのですが、16 項目に増

えていますのでこのような形になっています。意見出しについて、13 人の委員の

皆さんにすべての項目について意見を出していただくというのが大変になります
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し、すべての意見をひとつにまとめるのも非常に大変だったという反省点もござ

いました。原則、2 グループに分けさせていただいて、1 グループの方は 9 項目に

ついて意見を出していただきます。2 グループの方は最低 7 つの意見を出していた

だくこととなります。ただし、全体を評価していただくという考え方もあります

ので、1 グループの方が 2 グループの 7 つの項目について評価してもいいという形

にさせていただければと思います。1 グループの中ではお二人の方が 2 項目、下の

2 グループの方はお一人の方が 2 項目をまとめていただくような形となります。グ

ループに分かれた後に出された意見をまとめる担当者を決めていただくというの

が二つ目のお願いになります。引き続き説明させていただきます。Ａ4 の横の紙を

見ていただきながら、明日以降、意見出しをしていただくためのデータをメール

でお送りします。全項目載っていますがご意見を出していただくのは自身が属

するグループのみが必須でもう一方のグループの項目は任意となります。これ

を進捗評価表、立川の教育、点検評価を参考にしながら記載していただいて 10

月 15 日までにご提出いただきたいと考えております。皆様からいただいた意

見を項目ごとにまとめて事務局からメールでお送りしますので、各担当者はま

とめ案を作成していただく流れです。これを 11 月 5 日までに事務局にご提出

いただき、11 月の 9、10、12 日あたりで正副会長と事務局で案を確認をさせて

いただきます。確認・修正後の案文を 11 月 15 日ごろメールでお送りしますの

で、11 月 21 日までに訂正意見等を事務局へご提出いただきます。かなりタイ

トなスケジュールとなってスタートが前年より後ろ倒しになっている関係も

ありまして、このようなスケジュールで進めさせていただければと思っており

ます。その都度メールでご案内しますので流れのイメージだけつけていただけ

ればと思います。今日の会議から約 2 カ月の間に多くの作業をお願いすること

となってしまい大変申し訳ありませんご協力よろしくお願いします。本日、立

川の教育という冊子、教育委員会で行っている点検・評価を参考資料として置

いてありますので、それを見ていただきながら評価をしていただければと思い

ます。長くなってしまいましたが、説明は以上です。 

（会 長）段取りが複雑なのですが、第 6 次の生涯学習推進計画ができて初めての進

捗評価なので、とても大事ではあるのですが、生涯審として何カ月もかけてこ

れだけをやるわけにはいけないので、手分けをしながらやろうということです。

今までは総当たりですべての項目に対してコメントを考えてきていたのです

が 2 チームに分かれて作業をしようということになります。これから 1 グルー

プがいいか 2 グループがいいかご希望を聞くので、具体化の取組でいう 1 グル

ープ、施策目標のⅠ『いつでも、だれでも学べる身近な学習環境の整備』どち

らかというと学習機会についてかかれているような部分と施策目標Ⅱの『市民

ニーズに合わせた生涯学習情報の提供』この審議会でも話題になる情報の収集

や提供という部分に関わる評価を行っていただくグループと数は少ないので

すが、『地域人材の育成と学習施設の有効活用』ということで第 6 次計画にな

ってから新たに加わった部分で職員の育成や施設の整備とかこれに関わる 2

グループのどちらかに分かれていただきます。そのあと分かれたグループの方
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の項目を個人で評価していただくということです。その評価は今日いただいた

資料の 4 とお手元にあると思います第 6 次生涯学習推進計画を見ていただいて

個別に評価を記入していただきます。それを一度出していただいて、事務局で

とりまとめを行って、今日決めるのですが自分の担当する表を一枚決めていた

だきます。その後、委員さんが出した意見を取りまとめて、総評の原案を作っ

ていただくことになるのですが、お一人ひとつないしお一人ふたつ作っていた

だきます。総評をまとめるのは大変で自分の意見だけではなく他の人の意見も

総評としてまとめなくてはいけないので、頭を使う大変な作業になります。そ

れぞれ表現がぶれているといけないので、事務局と正副会長と表現の整理をさ

せていただいて、それを改めて皆さんに提案をさせていただきます。今までは

正副会長が整えたものをそのまま会議でお出ししてその場で語句とかのチェ

ックをしていただいていたのですが、会議の前に少しでもお目通しいただいた

方が意見が言いやすいだろうということで、今回は正副会長の調整日がとても

短く設定されているのですが、副会長と頑張らせていただいて次の会議の前に

お送りして事前に見ていただきたいと思います。コロナの状況がわからないの

で、会議時間が短縮になったとしても密度の濃い意見交換をさせていただくこ

とができるのではないかと思います。これからグループに分かれていただくの

ですが私と副会長は分かれた方がいいかなと思うのですがご希望ありますか。 

（副会長）学習館に関する方がいいから 2 の方がいいですね。 

（会 長）では、私は 1 グループ。榎本委員は今日お休みなので人数通りにはならな

いのですが、1 グループは最大 6 人まで 2 グループは最大 5 人までで少ない方

に榎本委員に入っていいただきます。強いご希望がなければどちらでもいいと

いうところで手を挙げていただければと思います。具体化の取組の項目を見て

いただくとわかると思うのですが、1 グループの方は学習機会や学習情報に関

する施策になっています。2 グループの方は立川市民科、協働、支援者の力量

形成、施設のことなど環境に関することが記載されています。皆様はどちらに

もかかわっていると思いますが、どちらかに偏ってしまいますとくじ引きかじ

ゃんけんをしなくてはいけなくなってしまうので、先ほども言いましたがどち

らでもいい方は少し待っていただければと思います。それではグループ分けを

行いますが皆様決まりましたでしょうか。それでは 1 グループをやりたい方は

いらっしゃいますか。（挙手）4 名ですね。では、2 グループはいかがですか。

（挙手）一人多いですね。 

（Ｅ委員）では、私はどちらでもいいです。 

（会 長）よろしいですか。すみませんが、Ｅ委員は 1 グループで榎本委員も 1 グル

ープですね。これで人数合いますよね。では、次のステップに移りますが、各

グループに分かれて具体化の取組ごとに評価表が分かれていますので、どの表

の取りまとめ役になるかというのを決めていただきます。その際注意しなくて

はいけないのが 1 グループではお二人、2 グループではお一人が複数担当する

方を決めなくてはいけませんが、正副会長はすべての項目に対して確認作業が

あるので私たちはやりません。なので、皆さんの中から 2 個担当してもいいと
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いう方をまず決めてください。2 個担当してもいいという方は優先権を得られ

るので先に 2 個決めてください。残った項目から残りの委員さんでどれを担当

するかを決める段取りで行きたいと思います。それでは、1 グループはこちら

側で、2 グループはあちらで打ち合わせを開始してください。（グループに分

かれて話し合い） 

確認ですが、目的とか関係する主な事業というのは計画から引っ張っているの

で変更はないのですが、2 年度の取組状況とか事業の成果・課題・今後の方向

性というのは行政が取りまとめたものになります。これと計画がどうだったか

見比べていただきながらコメントを書いていただくわけですけれどももっと

こういう取り組み状況を知りたいとかこういうことを書いてほしいというこ

とを我々の作業と並行して事務局も情報を集約していいただけますから、全体

として次に活かせるいい評価にしていきたいと思いますので、そういったこと

も付記していただけたらと思います。まず、個人でグループの評価表をすべて

やっていただきます。そのうえで他の委員さんのコメントを集約したものが事

務局から送られてきます。それをまとめて総評の原案を作成していただきます。

わからないことがあれば事務局へ問い合わせていただければと思います。なに

か進捗評価表に関する質問、ご意見等ございますか。 

（Ｆ委員）項目数が第 5 次計画と第 6 次計画で変わってきているということは施策目

標が 5 次と 6 次で目標が違ってくるから施策の方向と具体化の取組が違うと解

釈すればいいのでしょうか。5 次までのまとめを見てみたら 6 次に活かせない

と言ったら違うかもしれませんが、なぜ項目が増えたり減ったりしているのか

というところを教えていただきたいです。 

（会 長）センター長からお答えいただいた方がよろしいでしょうか。 

（事務局・センター長）第 6 次計画になったときに、立川市民科の推進などいくつか

項目が増えているかと思いますが、第 5 次と第 6 次の大きな違いというのは学

社一体という理念を明確にしているというところです。重要施策のところで共

通して取り組む重点事項というのがありまして、これは縦軸にすべてのことに

関わっているということを明文化しているところが大きな違いです。言葉だと

持続可能な観点の追加というところと他課における生涯学習の関連事業を追

加しています。あとは小構成の見直しです。もう少し具体的に言うと、学びの

裾野を広げる情報発信や立川市民科の推進、学習施設の充実と利便性・維持管

理などが新たに追加した部分です。 

（会 長）ありがとうございます。前年度からいるので私からも補足させていただき

ますと、共通して取り組む重点項目や施策目標に大きな変化はありません。立

川市が大事にしてきた目指すべき姿というのは通底しているものとしてあり

ます。ただし、実際の達成状況や時代状況に合わせて具体化の取組施策の方法

というのは一から見直して、継続すべきものと少し形を変えた方がいいものと

新たに入れた方がいいものとを検討した結果、具体化の取組が増えたり、中に

ぶら下がっている事業自体が組みなおしたりしたので、第 5 次と第 6 次が全く

一緒ではないというのはそういうことです。なくなったものはあまりなくて位



8 

 

置づけが変わったものはありますが、他の項目に出てくるということはあるか

と思います。ただし、実際評価表にしたときに見えづらくなったり隠されてし

まう部分はあるかと思います。例えば、Ｆ委員が見ていただくときにそういう

目線を意識していただくと他の委員さんと違った目線があると思いますので

ご指摘いただければと思います。継続している委員の皆様は展開状況や発展状

況のところでお分かりの部分があると思いますので厳しく見ていただくとい

うところも大事かと思います。他に何かありますか。 

（副会長）17 ページのところに「砂川学習館の砂川地域コミュニティ複合施設への建

替え」と書いてあるので、ここで報告があってもいいのかなと思います。学習

館としての性格が大きく変わるということですよね。それはどのような狙いで

どのような施設になるのか次回でもいいので説明をしていただきたいです。性

格を変えるならここの意見は聞いていただきたいと思います。 

（事務局・センター長）「砂川学習館の砂川地域コミュニティ複合施設への建替え」と

いうのは、砂川学習館を立て替えるというよりは新しい施設を作ります。その

中に生涯学習部門、子育て機能、コミュニティ機能というのを入れて新しい建

物となります。新しい複合施設を建ててその中の一部に生涯学習機能が入りま

すということです。 

（会 長）そうすると表現の方を変える必要があるかもしれませんね。 

（副会長）砂川学習館は残るということですね。施設の一部になるということですね。 

（事務局・センター長）生涯学習機能は残ります。立川市の前期施設整備計画の中で

建物を 20％減築しなさいという命題になっていますので、これから計画を作成

する上で課題として捉えているところです。 

（副会長）機能は増えているのに減築するのですか。 

（事務局・センター長）そうです。共用部分を減らしたり、トレイが 3 つあるのです

が、それを 2 階建てにすることで生涯学習スペースとか子育て機能とかコミュ

ニティ機能が活かせるのかというところの計画の検討を始めたところです。 

（会 長）書いてある記述そのものの表現だったり、読んだ時のわかりづらさとかも

一緒にコメントを残していただければ見直しをかけていきますのでご指摘く

ださい。他になにかございますか。（なし）第一次として皆さんが評価を出す

のが 10 月 15 日までです。先ほども言いましたが、意見は全部出してもいいの

で 16 項目出していただいてもかまいません。自分の担当する項目ひとつだけ

意見を出せばいいということではありません。自分の所属するグループ分をす

べてやらなくてはいけないということですのでそこをお間違えのないように

お願いします。 

 

4.その他 

（会 長）何かございますか。（事務局挙手）では、事務局よりお願いします。  

（事務局・管理係員）配布物のご紹介をさせていただければと思います。「きらり・たちか

わ」の 10 月から翌年 1 月までのものを配布させていただきました。それと「とう

きょうの地域教育」ということでこちらも数カ月に一度定例的に発行されている
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ものになりますので、ご覧いただければと思います。最後に立川市民科ブックレ

ット第 2 号が完成したということで副会長からご紹介いただければと思いますの

でよろしくお願いします。 

（副会長）「新田砂川を訪ねて」ということで昨年の秋ごろ行ったものがブックレットにま

とまりました。これに撮影しながらついて行って、ビデオを編集して、それが図

書館に置かれるということなのですが、これを作るのがすごく大変で力作となっ

ておりますので機会があれば見ていただければと思います。10 月からはほかの地

域の高松町あたりを歩く予定になっています。これで 3 回終わって立川全域が終

わって、DVD もできて地元を学ぶということに寄与しようということでご報告させ

ていただきます。 

（Ｆ委員）これを拝見させていただいて西砂学習館の方で地域を知るということで豊泉さ

んに 3 回講座を持っていいただいて、1 回目は「なぜ立川は立川というのか」とい

うことで立川の地名がどこから出てきたのか、それぞれ住んでいる泉町や高松町

とそういうところがどこから出てきたのか、豊泉さんの思いとして「空の都よ、

立川」立川小唄の話と、昔の立川と今の立川で村八分や村十分の話が私は一番印

象に残っています。それが 1 回目でこの間 2 回目が行われました。砂川の歴史と

いうことで新田開発からお話をいただいて、私自身もまとめようとしているので

すが、こちらの資料を見てありがたいなと感じました。私たちの方では前はテレ

ビディレクターの鈴木さんという方に何年かかけて立川の歴史を江戸から現在ま

でまとめていただいて、私たちもどこかで誰かがまとめないと立川の歴史、砂川

を含めてですが、誰も伝承できなくなってしまうのではないかということを危惧

していて一学習館としてどのようにして先人のお話をまとめて伝えていくのかと

いうのが学習館に課せられた課題なのかなと思いながらこれを見させていただき

ました。こういう風にして残していただくとこれを見ながらまとめていくことも

できるので非常にありがたいなと感じました。 

（会 長）ありがとうございます。立川市民科のブックレットとして表題にもなっていま

すが、第 6 次計画にもありますけど、生涯学習の中での立川市民科がどのように

充実化され学習の場として、かつ、学びを地域に還元したりすることにどのよう

につなげていくかというのをこういったことを学ばせていただいてつなげていけ

たらなと思います。 

（Ｄ委員）これは小学生にも配られるのですか。 

（副会長）何百部か作って希望する市民の方に配るというもので、小学生には少し難しい

かなと思います。 

（Ｆ委員）この立川市民科は大人向けの、答申を読んだ時に学校教育が進める立川市民科

がありますよね。学習館と連動してカリキュラム作成とか子どもの交流や発表の

場とかでクロスしていかないといけないと答申の中では書かれているのではない

かと思っています。大人としての立川市民科としては最終的には子どもたちにも

還元されるのですが、具体的にクロスする立川市民科があってもいいのに開拓さ

れていないのが現状じゃないかと危惧しています。 

（会 長）その通りだと思います。本日は時間がないのでこの議論を深めることはできな
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いのですが、答申や第 6 次の中に載っているように、それぞれのところを充実化

させることも大事なのですが、それをまたいで作っていくというのは次のチャレ

ンジかなと思っています。子どもの教育と大人の教育とをどのようにつないだり

またいだりしていくかというのは非常に大切な課題ではあるので、学習館や市民

交流大学という傘の中で本会議で検討していかなくてはいけない課題かなと思い

ます。他にございますか。 

（Ｇ委員）きらり・たちかわに出ているのが 18 ページのたちかわ市民講師フェアで作品展

と音楽・パフォーマンスとワークショップというのがありますので、11 月 8 日か

ら 11 月 14 日にありますのでぜひお越しいただければと思います。 

（会 長）ありがとうございます。立川の生涯学習に触れらる貴重な機会となりますので、

ぜひご参加いただければと思います。場所はここですね。 

（Ｂ委員）前回の生涯審で話題になりました地域学校コーディネーターですけれども、懇

談会が高松学習館でも行われまして、二中のコーディネーターさんが来ていただ

いたのですが、まだ顔合わせという段階で、具体的な話や突っ込んだ話というの

はできなかったというのが実情でした。ただ、そのコーディネーターさんと皆さ

ん顔見知りだったので、ぜひ地運協にもお越しくださいということを伝えました。

顔を合わせる機会が増やせれば何かできるのかなと感じたところです。次、錦学

習館でコーディネーターさんとの懇談会があるということで傍聴させていただけ

ればと思います。 

（会 長）ありがとうございます。進捗評価を次以降やっていくのですが、そのあとぐら

いに今期のテーマにもなっている学社一体と立川市民科の各学習館の取組状況み

たいなのを次回か次々回にご報告いただいて議論できたらと思っています。事務

局から都市社連協の確認はされますか。 

（事務局・管理係員）関東甲信越静社会教育研究大会東京大会が 11 月 11 日に開催予定と

なっていまして、登録や申し込みを皆様ご自身にお願いをしてしまったところで

はあるのですが、その日倉持会長がご登壇されるということで事務局も参加する

予定になっております。 

（会 長）コーディネーターとして参加します。 

（事務局・管理係員）1 週間前に録画配信に切り替えるか決定するみたいでまだなんとお

言えないのですが、出席しましたらご報告をさせていただきたいと思います。  

（会 長）この辺の自治体の大学の先生で会長もやっている方が多いみたいで、その方た

ちと東大の先生とのトークセッションということで、そのコーディネーターを私

がやらせていただく予定になっています。それと東大の牧野先生の基調講演があ

ります。 

（Ｂ委員）オンラインはありますか。 

（事務局・管理係員）現地に行けない人には後日資料配布しかなかったと思います。 

（Ｂ委員）せっかくの大会なのにもったいないですね。 

（会 長）オンラインは参加しやすいですけど手配する側は大変で、両方やるのはすごい

大変ですね。他にありますか。（なし）それでは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。 
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