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令和 3 年度第 1 回立川市生涯学習推進審議会 会議録 

 

開催日時 令和 3 年 5 月 14 日（金曜日） 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 

榎本 弘行 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 

4．協議事項 

（1）令和 2 年度第 5 回立川市生涯学習推進審議会 会議録について 

（2）地域学習館の取組・課題事項等について 

5．その他 

（1）令和 3 年度生涯学習推進審議会委員・社会教育委員の年間スケジュール

について 

（2）開催方法にかかる意向調査について 

（3）前期施設整備計画について 

 

配付資料 1．令和 2 年度第 4 回企画運営委員会 会議録 

2．令和 2 年度第 5 回立川市生涯学習推進審議会 会議録（案） 

3．コロナ禍における生涯学習の取組・課題事項等について 

4. 年間スケジュール表 

 

会議内容 

 

1．開会 

 

2．会長挨拶 

 

3．報告事項 



2 

 

（1）企画運営委員会の会議録について 

（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。昨年度の会議で議題に上がっていましたが、市

民交流大学の企画運営委員会とお互いの情報を共有していくということになりま

した。その一環として企画運営委員会の会議録を生涯審の会議で紹介させていた

だいて、お互いがどのような活動をしているかを把握していくことから始めまし

ょうということになっています。資料 1 の議事録について、本来事務局から説明

するところではございますが、企画運営委員会の委員長をされているＡ委員がい

らっしゃいますので概要の説明をお願いしたいと思います。 

（Ａ委員）市民交流大学の企画運営委員会の委員長のＡから説明をさせていただきます。

資料１ご覧いただくと真ん中あたりに１、２、３とございます。これは議題の番

号なのですが、４番目の「報告」というところで、「各委員会からの報告」という

のを企画運営委員会では行っております。市民推進委員会や文化協会、あとそれ

ぞれの団体からご報告をいただいております。ここでの情報共有であったり認識

合わせを大切にしていこうということでございます。今日、全部を見る時間はご

ざいませんので、後程お時間あるときにご覧になっていただければと思います。2

ページ目の一番下の事務局からの報告で、各学習館の地運協の状況を一括でご報

告いただいて、しっかり認識をして連動していこうという取り組みでございます。

3 ページ目をご覧いただいて４に「議事」とありますが、その前の「報告」が４に

なるので、ここは５が正しい数字でございます。「議事」が５です。（1）に「今後

の企画運営委員会について」とございますけれども、毎年事業方針を改定するの

ですが、今回も事業方針の改訂を行っております。ただし、改訂は１年でやって

きていて、過去に３年計画だったこともありますが、今回は４年計画ということ

にして生涯学習推進計画と年数を一致させようというということで改定を行って

おります。内容についてはご覧いただければと思いますが、立川市民科の話だっ

たり地域学校コーディネーターの話に話題が飛んでおりまして、市民交流大学に

直接的な事業よりも関連する事業についての話題が多くございます。市民交流大

学の事業については長年のことで安定してきているものですから、このような関

連する事業について話の内容が多く入っています。詳細に記載されておりますの

でおわかりいただける内容かと思います。５ページ目をご覧いただきまして、中

ほどの（1）の最後のところで開催された 11 月 10 日に事業方針を確定とさせてい

ただいております。そして、（2）来年度の会議開催回数について、今までは年 10

回開催していたものを今年度からはおおむね年 4 回にしようということを決めて

おります。これが 11 月 10 日ですが、3 月にも開催しておりますが議事録が完成し

ておりませんので、次回ご案内いたします。雑駁ではありますが私からの報告は

以上です。 

（会 長）ありがとうございました。立川市民交流大学の企画運営委員会について何かご

質問等ありますか。 

（Ｂ委員）開催回数が以前 12 回あったと思うのですが、どういう理由で変えられたのです

か。 
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（Ａ委員）私からよろしいでしょうか。従来、事業方針という事業計画を毎年改定し、毎

年評価を行っていました。前委員長がＢ委員でご就任いただいたときは改定も多

かったのですが、昨今は、改定内容はそこまで多くなく毎年見直しする必要はな

いのではないかという意見に基づいて、事業方針の改訂を行わないということに

なりました。事業方針の作成と事業評価を年 10 回行っているうちの 6、7 回はそ

のことをしていて、事業評価を行わなくなったので回数が減ってきています。そ

の分情報交換はしっかり行っていこうということで、3 カ月に 1 回の開催は確保し

ようというところでございます。生涯学習推進計画の策定と時期を合わせて、市

民交流大学の方でも計画づくりに対して意見を出すべきだろうということを踏ま

えて生涯学習推進計画策定時期には年 4 回ではなく、たくさん開こうという計画

でおります。 

（会 長）ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

（Ｂ委員）必要に応じて回数を増やすということですよね。 

（Ａ委員）そうです。 

（会 長）今回、初めて企画運営委員会の議事録を生涯審で報告していただいているので

すが、私たちは生涯学習推進審議会の委員ですけど地域学習館のこととか市民交

流大学のことを理解しつつ交流しなくてはいけないということで、お互いの議事

録を共有するということが大事ということでご紹介していただいております。議

事録を読んでみると計画の話や生涯学習推進審議会と企画運営委員会の関わりの

話や委員に関するお話も出てきていますので、お読みいただいてＡ委員や事務局

の方へお問い合わせいただければと思います。 

 

3．協議事項 

（1）令和 2 年度第 5 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２になります。前回 12 月の議事録となりますが、修正意見はあ

りませんので、このまま承認いただければ市のホームページで公開させていただ

きます。 

（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）地域学習館の取組・課題事項等について 

（会 長）本日の中心的な課題となります。事務局より説明をお願いします。  

（事務局・管理係長）資料 3 になります。今日、学習館の全係長が出席しておりますので、

委員の皆様には事前にメールさせていただいておりました各学習館の現状と課題

について、まず各学習館から説明をさせていただいて、その後、質問や意見交換

をさせていただくような時間とさせていただければと思います。次回の会議でも

意見交換の時間を設けようと思っていまして、話し合いの後、さらに深く聞いて

みたいテーマ等ありましたら次回の議題として設定させていただきますのでよろ

しくお願いします。次回が 7 月になりますが、事務局からメールをさせていただ

いて期日や聞きたいことを連絡させていただきます。それでは、柴崎学習館から

お願いします。 
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（柴崎学習館長）資料 3 の柴崎学習館のところをご覧ください。ご存知の方もいらっしゃ

ると思いますが、第一小学校との複合施設になっております。地階と 3 階建てで 4

階建ての建物になっておりまして、他 5 館と比べましても一番大きい学習館とな

っております。部屋の中で一番大きいのがホールで定員は約 300 名、コロナ禍で

は 150 名での活動している状況です。学習館の中では一番新しく市の施設でも上

から数えられるくらい新しい施設になりますが、奇抜な建物になるため使い勝手

の部分からは厳しい部分もあります。そのため皆様からお叱りをいただいている

ところでございます。新型コロナの関係ですけれども、第一小学校と隣接してい

るためノロウイルスやインフルエンザの対策をコロナの影響が出る前から講じて

いました。ただ、昨年の 4 月、5 月の段階でストックしているアルコール類が尽き

てしまいました。そのような中で事業や貸館業務を展開するということがなかな

か厳しく、利用者も減って利用率も減って、7 割から 8 割占めていた利用が 1 割か

ら 2 割になっています。12 日からオープンしていますが、その状況は続いていま

す。新型コロナの一番大きい影響としては第一小学校が創立 150 周年記念があり

ましたが、学校が閉鎖されたこともあり中止となりました。実行委員会形式で進

めていましたが、生徒さんや実行委員会の方はだいぶ心を痛めていらっしゃると

思いますが、立ち直って次に進もうと歓迎しながら活動している状況です。説明

は以上です。 

（事務局・管理係長）続けて砂川学習館お願いします。 

（砂川学習館長）事業に関しては柴崎学習館で話されたような状況でございます。安全対

策につきましても煩雑な対応で後手に回すこともあったのですが、利用者の方も

混乱していたところがございます。砂川学習館は旧砂川支所という施設があった

場所で、それがなくなってから 10 年以上になります。建物ができたのが昭和 48

年ということで 50 年に届こうというところで施設はだいぶ傷んでいます。学習館

の中では唯一エレベーターが設置されていない施設なので、高齢者のご利用が多

い中で階段の上り下りが危ない状況が見えます。今後、建替えが予定されており

ますけれども少しでも利用しやすい施設になっていいただければと思います。先

ほどの柴崎学習館が奇抜な建物という話がありましたが、こちらは昭和テイスト

な建物のままですので、見た目は古いと感じるところはあるかもしれませんが、

大きく壊れるところはないというのも特徴なのかと思います。事務についてもこ

の一年はコロナウイルスの対応で混乱したところではありますが、特に利用者の

方が怖がって参加しなくなったり、サークル内で個人の考え方の違いが出たりし

て軋轢となって活動が休止したり解散となった団体もありました。状況が早く改

善されればいいと思いますが、少しでも団体の皆様をサポートできるように頑張

っていきたいと思っております。報告は以上です。 

（事務局・管理係長）西砂学習館お願いします。 

（西砂学習館長）西砂学習館は昭和 54 年に西砂地域センターとして建てられたものになり

ます。そのため老朽化が進んでおりまして、各館に 55 万円ずつ修繕の予算がつい

ているのですが、もう 6 万円になってしまいました。雨漏りを修繕したり蛍光灯

が壊れて修繕したりして古くはなってきているのですが、高い建物がなくて窓も
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大きいので景色がよくていい立地条件かと思っています。地域センターは当時砂

川支所西部連絡所というところに建てられたものになりますので、一緒に入って

いるものに関しては西部連絡所、西砂図書館、以前は西砂児童館があったのです

が今はにじっこ子育て広場という未就学児とその親が通う施設となっています。

それと今はコロナ対策が大事と考えておりまして、入り口にはアルコール消毒を

置いて、来ていただく方に感染防止対策を実施していただいております。資料に

は書いていないのですが、西砂学習館運営協議会というのが活発に活動していて、

追加で付けた資料で、西砂学習館の管轄地域というのが西砂町と一番町の一部の

地域になりますので、西砂と一番を一文字ずつとって「西一元気通信」というも

のを今年の 3 月から発行しております。これを定期的に発行していくことで西砂

学習館や西砂学習館運営協議会から情報を発信していこうと考えております。 2

枚目ですが、西砂学習館まつりは緊急事態宣言が 5 月 31 日に延長されたことで、

5 月末に開催する予定であったものが中止となりました。開催をしていたらアンケ

ートをとって、どのような講座がいいのか、どうしたら講座に参加しやすいのか

などを住民の方に聞いて活動を広げていこうと考えておりました。課題というこ

とになりますとコロナの関連で寿教室が制限されていて、コーラスが中止になっ

ています。また、今年はバスハイクの年ですがソーシャルディスタンスがとれな

いので実施するか検討しているところです。報告は以上です。 

（事務局・管理係長）高松学習館お願いします。 

（高松学習館長）資料の修正からさせていただければと思います。生涯学習の現状の部分

で文化祭演奏会中止ということで、三本柱の作品展と防災教室は実施する形には

なっているのですが、先日、緊急事態宣言の延長に伴って昼間は開館することに

なりました。開いているからには実施する方向で準備会に出席する団体に電話を

かけていたのですが、それぞれの団体がＧＷ中に作る予定だったのが閉館してい

てできていないということがあって、辞退する団体が増えてしまいました。文化

祭の作品展についても中止になってしまいました。代わりとしましては、9 月に「ア

ール・ブリュット～高松からの風～」という展示のイベントがあるのですが、そ

の開催に引き続きそれぞれの利用団体を紹介するミニ展示会という名目で、1 週間

単位で利用団体の展示を階段壁面から廊下壁面に展示をしていく形で行います。

館の特色としましては、保育室の利用では、できるだけ保育をつけてもらうよう

にお願いしていることもあって多くの方が利用していたのですが、コロナの影響

でどんどん減少していまして今年度はゼロとなっております。今心配しているの

が変異株でして、企画委員会から保育の希望を受けているのですが、お子さんと

保育士さんの接触を危惧しておりまして、率直に心配ということを伝えて改めて

考えていただいているところでございます。地域学習館運営協議会委員さんは非

常に活発で催し物への協力をいただいておりまして、障害のある人もない人も誰

でも利用できるという視点を大事にしているところがありまして、9 月に行われる

ワークショップに関しても重度の方が来られても対応できるように実行委員会さ

んからもお願いしております。コンサートに関してもファミリーコンサート、誰

でもコンサートのどちらも「障害で声が出てしまう方が来てもいいですか」と受
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付で話をして、参加しやすい形にしております。簡単ではございますが以上です。 

（事務局・管理係長）錦学習館お願いします。 

（錦学習館長）錦学習館は昭和 60 年に錦図書館と今は教育支援センターたまがわに名称が

変わっていますが、開館した複合施設でございます。先ほどから施設の経年劣化

の話が出ておりますが、この後に前期施設整備計画の話が出てくるかと思います

が、その中で当館の改修整備の方針が示されました。今年度は改修工事に向けて

事前設計を行う予定です。具体的には改修工事は大規模な改修は予定しておらず

屋上の防水、壁面の防水、照明器具や空調設備のリニューアル、トイレの洋式化

等々を改修するという形で設計を受けて施工していく予定となっています。コロ

ナ禍での現状でございますが、他館同様、感染予防対策を施しているのは当然な

のですが、事業についても中止ないし縮小を余儀なくされました。当館の事業の

中で目玉といえるのが、学芸大学の生徒さんと協働してプレ錦まつりというお祭

りを 1 月の末に行っています。今年度も 1 月末に二日間実施する予定だったので

すが、コロナの影響で中止となってしまいました。しかしながら学生さんがまつ

りの開催に向けて準備をしていただいて、なんとか準備したものを形あるものと

して開催できないかということで、「おうちでプレ錦まつり」（オンライン講座）

として大学のホームページや市の Twitter で周知して実施させていただき、ジェ

イコム多摩の協力で立川管内に 24 時間の L 字放送で 3 月 7 日まで周知していただ

いたという新たな取り組みを行いました。課題は共通して言えることになります

が、学習館に来られない方がいらっしゃいますので、プレ錦まつりがオンライン

で実施できたということを活かして、オンラインの環境整備は重要になるのです

が、新たなスタイルの講座や取り組みができないかということが今後の課題にな

ります。簡単ではございますが以上です。 

（事務局・管理係長）幸学習館お願いします。 

（幸学習館長）幸学習館は平成 2 年に開館いたしました立川市では 2 番目に新しい学習館

です。特徴としましては、16 ㎜の映写機を持っていて映画鑑賞することが可能で

す。また、練習室がございまして楽器の練習をする設備が整っていることから音

楽関係のご利用が多いところでございます。そのこともありまして、クラシック

音楽、レクチャーコンサートを毎年開かせていただいております。昨年開館 30 周

年を迎えまして、周年行事として落語会を開かせていただいて副会長には一席お

願いしたところでございます。行事としては「かわせみ祭」が中止となりました

が、そのほかの行事は時期をずらしたりしながら開催できるものが多く、学芸大

の生徒さんと地運協の委員さんと一緒に行っているかわせみカフェは 12 月に実施

することができました。食べたりすることはできず残念な部分はあったのですが、

学生さんがいろいろ工夫して楽しい行事ができたと思っております。寿教室は健

康体操とコーラスを行っているのですが、コーラスは中止で健康体操は 3 回行う

予定です。利用者さんの特徴としては、開館したらとにかく活動したいという考

えの方が多く、家に引きこもらず外に出て免疫力を高めたいという方々で 5 月 12

日にオープンしましたけど、多くの団体さんにご利用いただいてにぎやかな幸学

習館が戻ってきたなという感想を持っております。今後の課題ですがリモートに



7 

 

対応するというのが大きな課題ですけれども WiFi 設備が設置されましたらいろい

ろな可能性が出てくると思いますので、今後も検討してまいりたいと思います。  

（事務局・管理係長）現状と課題についての報告は以上となります。 

（会 長）ありがとうございました。先ほど事務局からあったように今日深いディスカッ

ションをする時間がないので質疑応答を中心に、地域学習館を拠点としたコロナ

禍での学習機会をどのように充実させていくかの論点を見つけるために問題意識

をうかがって、次回の会議で議論をしていきたいと思います。質疑応答に入りた

いと思います。個別でも全体でも構いませんが、何かございますか。 

（Ｃ委員）コロナに関して、ホールや部屋で食事をしてはいけないということですが、「食

事はしてはいけません」という表示を全部屋にするのは大変だとは思いますが、

食事するところが限られていてどこで食事をしていいかわからない利用者がいて、

食事はしてはいけないのですよね。 

（会 長）掲示しているかということですよね。 

（Ｃ委員）掲示していないので注意を受ける方がいるということです。それから使用前に

拭くということについては利用団体が行うのか施設側が行うのかはっきりしない

部分があると思います。それと、これは前から気になっていたのですが、調理実

習室に布巾や雑巾が置いてありますよね。私はしょっちゅう利用するから自分で

持って行っています。そこにあるものを使う気にもなれなくてというのもありま

す。そういう問題について、今この場ですることではないですが、コロナ禍で清

潔な環境を保持するという意味でどうしたらいいかということを検討していただ

けたらと思います。 

（会 長）ありがとうございます。答えていただく前にコロナ禍での施設利用についての

質問ですけれども、関連する質問があれば一緒にお願いします。 

（Ｄ委員）今までは東京都の方で宣言が出ると同じような形でやっていたかと思うのです

が、今回立川の場合、緩和しているように思えるのですがそれには理由があった

のでしょうか。 

（会 長）12 日までは閉館だったのに延長になって開館になったからびっくりしたという

ことですよね。理由が知りたいということです。他に何かございますか。全館が

答えてしまうと大変になるので、まとめて答えていただける方がいればお願いし

ます。飲食に関する周知について、消毒について、調理室の布巾のようなものを

共有するのか持参するのかという方針が統一しているかどうかですね。それから

12 日以降使えるようになった施設対応についてご回答いただければと思います。

最後の質問が一番答えやすいですかね。では、センター長お願いします。  

（事務局・センター長）ここで感染症対策本部が開かれまして、東京都の考えに基本的に

は沿っている形にはなっているのですが、市の判断として、感染症対策本部の中

の決定について、「市の施設は安全に使わせてください」そして「夜は 20 時完全

撤退」です。いろいろな議論は行われていると思います。使わせるのか、使わせ

ないのかということではございますが、細かな理由はわかりませんが使わせると

いうことですから、この学習館や学供施設に関しては、市の方は市民の方に居場

所の提供であるとか安全に使わせるというような厳しい管理を求められていると
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いう意識がございます。ただし、理由としては、市長をはじめに副市長や感染症

対策本部の決定に従っているということが今言えることでございます。  

（会 長）ありがとうございます。では、学習館の施設利用の方針とか対応についてお答

えできるところがあればお願いします。 

（柴崎学習館長）食事に関して、どこの館も同じだと思いますが「ご遠慮ください」程度

の表示はしていると思います。共用的な場所には限りがあるのでその程度かと思

います。午前と午後を使われている場合については、外で食べていただくのも一

つの手ですが、それが難しければおしゃべりしないような形で感染対策をとって

最低限の食事だけにして、できるだけやめていただきたいとしています。続いて

使用前、使用後の消毒についてですけれども、貸出しをして消毒してもらい原状

回復の考え方からお願いはしておりますが、それがままならない場合は館の方で

やっております。調理室の布巾については、それぞれの作りが違いますのでどの

ような対応しているのかわかりませんが、毎日管理をしているはずなので、ずっ

と残っているということはないと思います。 

（会 長）ありがとうございました。個別というよりは全体のことをご説明いただきまし

た。関連することでも別のことでも構いませんが何かご質問ございますか。  

（Ｅ委員）係長さんは市の職員ということでいろいろな課を回っていかれると思うのです

が、館の係長さんになられたときは生涯学習に関する研修はどのくらい受けてい

るのでしょうか。 

（会 長）市の研修や自己研鑽も含めてですかね。どなたかお答えいただけますか。  

（事務局・管理係長）全体としては、係長にかかわらず異動されてきた方にはセンターの

中で研修のようなものを行っています。そのほかに学芸大に市から毎年 3 人、年 8

回くらい行って、係長だから行くということではなく、広く募集をかけて昨年度

はたまたま 3 人とも生涯学習推進センターの課から行っています。それ以外に係

長になったからといってお金を払って研修に行くというようなものはないです。  

（Ｅ委員）ありがとうございます。要望といたしましては、教育委員会の中の生涯学習の

分野になるかと思いますが、重要な役割を果たしてくださっている方々になりま

すので、研修を受ける機会というのは会長にきていただいて行うとか、そういう

教育というか研修が必要ではないかと思います。 

（高松学習館長）事業連絡会というのがありまして、ここ数年開催できていないのですが、

職員が事業に関して連絡を取り合う会が、多いときは毎月行っていまして、研修

の時間を毎回とっていたのですが、今年度は 7 月と 1 月に 2 回復活する中で学芸

大に行って研修を受講したものがおりますので、どのような研修を受けてきたか

共有ができていないので、7 月の事業連絡会で連絡調整した後に研修という形で学

芸大で受けた研修を行った者に行ってもらう算段はついています。復活させたと

いっても年に 2 回だけなのですけれども、7 月と 1 月の中ではすべての事業の調整

と事業実施時に注意すべきことですとか、連絡調整した後で毎回研修を取り入れ

ていくことになりましたので若干前進しました。 

（Ｅ委員）お一人お一人の個性が、直接的に地域住民に還元されていくポジションになる

と思いますので、非常に重要なお仕事をしていただいているのでよろしくお願い
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します。 

（会 長）ありがとうございます。生涯審でも学習館の職員と地域をつなぐ、学校と社会

教育をつなぐコーディネーター的な重要な役割を担っているのではないかという

議論をしておりますけれども、力量形成というか研修の問題を提起いただきあり

がとうございます。逆に館長さんの方からこういう仕組みがあったらいいのにと

いいますか、お忙しい中で研修に人を出すとなると調整等が難しくなると思うの

ですが、ご要望とかこういうのは困るとか何かご意見等ございますか。  

（砂川学習館長）研修というよりは、近隣の自治体を含めた多摩地域等との連絡の場であ

る公民館連絡協議会というのに加入していたと思うのですが、今はそれにも入っ

ていない状態です。通常他市との連絡会があって他市の状況をお聞きしながら、

お互いどうやっているのか、今回のような危機的な状況で利用者への対応で均衡

を図るために話し合いたいなと思っていたのですが、私が来た時にはそのような

ものはないということがわかりましたので、加入すべきかどうかまでわかりませ

んが、そういう機会が設けられたらいいなという要望があります。  

（会 長）ありがとうございます。もう時間がないのでどんどん出していただかないとい

けなくなりました。 

（Ｆ委員）運営協議会のあり方というところで、どういう形で今後開催されるかコロナ禍

で考えなければいけないところだと思うのですが、対策をされた学習館はありま

すか。コロナ禍で会議のやり方を変えたとか時間帯を変えたとかですね。  

（会 長）そもそも開催できているのかというところもあると思いますが、開催のための

工夫をしたところは教えてほしいということです。 

（高松学習館長）夜だった会議を昼間に移しました。 

（会 長）夜間あまり外出するなという話もありましたね。 

（高松学習館長）夜間だけ閉めていた時期もありましたので昼間の会議へ移すことにしま

した。 

（会 長）委員さんと調整をして昼間の開催を行ったということですね。他にございます

か。 

（錦学習館長）工夫に含まれるかわかりませんが、開催時間の短縮を行いました。錦は夜

に 2 時間やっていましたが、1 時間程度に抑えて実施するようにいたしました。 

（Ｆ委員）それは議題を工夫されたのですか。 

（錦学習館長）錦の運営協議会のやり方として、前回の議事録の確認と各委員さんの近況

報告を行っていたのですが、そこで時間をとっていたので割愛していただいて、

調整してほしいとか協議してほしい議題をメインにして時間を短縮しました。 

（会 長）オンラインを活用したところもあると耳にしたのですがありますか。  

（高松学習館長）高松はＦ委員が協力してくださったことで昼間に開催するにあたって参

加できない方はオンラインで開催できるような仕組みをＦ委員にご用意してくだ

さいました。 

（Ｆ委員）遠方の学識の方で越境になるので、そこを考慮するとオンラインにという答え

しかなかったというケースです。 

（会 長）ありがとうございます。そのような工夫をされているところもあるということ
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ですね。ちなみに学習館に WiFi はなく事務局のインターネットだけなのですよね。 

（Ｃ委員）ちなみに見通しはどうなのですか。 

（事務局・センター長）オンラインによる学びや対面による学びというのは非常に大切だ

と思っていて、予算は通りませんでしたけど、財政当局に調整していただいて、

WiFi を検討するところまできている段階です。WiFi があればいいということでは

なくて、市としても設置するのであればどのような活用ができるかということが

求められているところでして、アイムと RISURU ホールでどのくらい使われている

のか、そういうのを検証して学習館でもどう活用して市民に発信して生涯学習の

学びに結び付くか検証しなさいと言われている段階です。学習館の係長の何人か

にお話しさせていただきましたけれどもそういうところを検証して WiFi ができる

環境整備に努めていきましょうという話をさせていただいたところです。 

（会 長）時間的にあと一人か二人しか質問できそうにありません。 

（宮本委員・Ｇ）高松学習館の資料の中で代表者連絡会議の記載がございます。これは各

学習館の利用団体の代表者の意見交換という認識でよろしいでしょうか。  

（高松学習館長）いえ、こちらは地運協の会長に集ってもらって、その中に市民推進委員

の会長にもオブザーバー参加になりますが集っていただいて、立川では初めて実

際に現場で活躍されている会長さんたちが集う会議となります。昨年度から要綱

とかは出来上がっていたのですが、コロナの関係で中止になっていまして、この

会議の場を夏の予算時期前に実施して地運協の交流会をどのようなものにするか、

生涯学習関係職員の研修会も昼間の時間に予定しているのでどのようなものにす

るか、意見をきくような会議を企画しているところです。年内に関しては 10 月く

らいにできればと考えています。 

（宮本委員・Ｇ）ありがとうございます。生涯審の場でもこの会議を重要視していて議題

にもしていて期待しておりますので、積極的な工夫をお願いしたいと思います。  

（会 長）時間が迫ってきていて、資料も準備いただいて各学習館の係長さんにお話を聞

くこととなりましたが、時間が短かったので宿題を出させていただいて、質問を

しきれなかった部分やお話を聞いたり資料を見て意見や論点を次の会議の前まで

にいただいて、時間が短くなるかもしれませんが効率よく議論ができるように準

備したいと思います。簡単な質問であれば館長さんからご回答いただくこともで

きるかもしれないので、そのような形で時間の制限を補っていきたいと思います。

感想だけでも結構ですので、質問やご意見や論点をお出しいただければと思いま

す。今月いっぱいくらいを目標にお寄せいただければと思います。  

（Ｅ委員）次回も館長さんにも来ていただけるということでよろしいのでしょうか。  

（会 長）次回は難しいかもしれないです。強く要望すれば来ていただける方もいるかも

しれませんが、お忙しいこともありますのでスケジュールには組み込んでおりま

せん。どちらかといえば私たちが館長さんの意見を踏まえて議論したいと考えて

います。意見の提出方法については後ほど事務局からご説明をいただきたいと思

います。各館長の皆様、本日はお忙しい中ありがとうございました。残り短い時

間ですが議事の続きをしてきたいと思います。 
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4.その他 

（1）東京都市町村社会教育委員連絡協議会 

（会 長）本会議からは副会長が出席いただきましたので、ご報告をお願いします。  

（副会長）簡単にご報告させていただきます。総会は例によって問題なく終わったのです

が、そのあとの研修は Zoom で公演がありました。学者の公演はつまらないものと

思っていたのですが、今回はとても具体的で市民の自分たちで行う活動というの

は、実は集団の力で支えられていて、自分たちが決めて自分たちでやる、そして

自分たちで方向を決める、簡単に言うと自治というかそういったものを自分たち

でやりながら、異業種の人と交流することができるし多世代が交流することにも

なるということで、これが集団の力となっていくのだということで、自分がやっ

ていることが社会的に意味があるのだということに気づかされました。そして私

たちの生活を豊かにしていく大事なものだということを自覚させられたというこ

とで今回の研修は感激しました。講師の方は具体的に活動を支援するというか、

活動にかかわっている東大の先生が講演されたので、具体的でよかったなと自信

を持ちました。こういうことを自分たちはやっているのだという気持ちになりま

した。報告は以上です。 

（会 長）ありがとうございます。事務局は一部資料を持っていますよね。  

（事務局・管理係委員）資料は持っています。 

（会 長）もしご関心があれば、東京大学名誉教授の佐藤一子先生のご講演だったのです

けれども、スライドも見やすくて資料を見るだけでも参考になるかもしれません

ので、ご要望があれば次回資料を印刷して配布してもいいかもしれません。 

（事務局・管理係員）皆様にメールをお送りしていませんでしたか。添付の資料はスライ

ドと現地でお答えできなかった質問の回答となっています。 

（会 長）送っているのですね、ご報告ありがとうございました。 

（2）令和 3 年度生涯学習推進審議会委員・社会教育委員の年間スケジュールについて  

（会 長）事務局より説明をお願いします。 

（事務局・管理係員）資料 4 になります。左側が生涯審の第 7 回までの日程となっており

ます。右側が社会教育委員として皆様が出席を求められるものを含めた年間のス

ケジュールになっておりますが、昨年度もこの資料をお出ししてコロナの影響で

変更等が生じましたので、予定という形でご覧になっていただいて日付が近づい

てきたら事務局よりご案内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。今年は関東甲信越静社会教育研究大会は東京都で行わ

れるということで、11 月に府中市で行われることになっておりますので、もしよ

ろしければご予定いただければと思います。 

（2）開催方法にかかる意向調査 

（会 長）事務局より説明をお願いします。 

（事務局・管理係員）先ほどもお話にありましたが過去直近 2 回が中止になっていまして、

今後夜の 18 時半に集まって開催できないかもしれないということも考えていまし

て、20 時閉館という制限がかけられたこともあったので、例えば 30 分早く集まる

ことができるか、昼間に集まることができるか、オンライン開催はできるかとい
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う調査をさせていただいて、 

今後開催に変更が生じる可能性もあるということで、皆様のご意向というか状況

を確認するためにこの用紙を配らせていただきました。ご回答を書いて帰りに机

に置いたままでかまいませんので、参考にさせていただいて検討課題とさせてい

ただければと思いますのでよろしくお願いします。 

（Ｆ委員）質問があります。この中身を見るとオンラインかリアルかの 2 択になっている

ように思えるのですが、ハイブリットはないのでしょうか。 

（事務局・管理係員）一部集まってということでしょうか。 

（Ｆ委員）そうです。この部屋の定員は何名でしょうか。公式の会議でこれだけの人が集

まるという状況であれば、ここの人数を制限して、あとはオンラインでというや

り方が現実的かなと思うのですが、いかがでしょうか。 

（事務局・管理係員）まだ出先機関では対応できていないのですが、本庁の方の会議室に

オンライン開催に対応するのが難しい方が集まっていただいて、それ以外の方は

各自 Web 会議という形はとれるのですが、市役所の機器の数が少なくて日程の調

整の難易度は少し高まってきます。集まってはいけない時期に多くの方が市役所

に集まってしまうと難しくなるかもしれないので、どれだけ環境に対応できる方

がいるのかも含めた調査とさせていただきたいので、ハイブリットも可能性とし

てゼロではないととらえていただければと思います。 

（Ｆ委員）わかりました。 

（会 長）では、オンラインで各自参加される方と会議室に集まって参加される方に分か

れて行うハイブリット式についても踏まえてアンケートにご回答ください。 

（3）前期施設整備計画 

（会 長）事務局よりご説明お願いします。 

（事務局・管理係長）資料番号のない A3 で立川市前期施設整備計画概要版というのと A4

縦の前期施設整備計画整備順序方針この 2 つコピーをしてきています。計画自体

は 150 ページほどあるものなので、ホームページで見ることはできますが、その

概要版を見ていただきたいと思います。左側に丸が 3 つあります。本市施設の老

朽状化況、この中で築 30 年以上の施設が約 77%を占めているということ、人口減

少・少子高齢化がこれから始まるということ、厳しい財政状況ということで 3 つ

目の丸の右側に床面積で約 20%を削減していくという決まった目標となっていま

す。この計画を基に、先ほど話がありましたけれども、建替えなり改修工事を進

めていくことが決まっています。順序方針の 1 ページ目の真ん中にあるのですが、

計画や計画の概要は細かい年数が書いていないのですが、順序方針には令和何年

度からというのが示されています。お気を付けいただきたいのが 1 ページ目の真

ん中の整備順序方針の目的というところに目安ということで年度は書いてありま

すけど必ずこの年度にできるという保障はありませんのであくまで目安として示

しています。2 ページ目、3 ページ目に施設の名前が出ておりますが 2 ページ目が

建替えが決まった施設で砂川学習館は改修ではなく建替えが決まったということ

になります。3 ページ目の上から 2 行目に錦学習館、建替えではなく改修工事をす

るということが決まっています。砂川学習館は今年度予算がついて、今年度と来
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年度で設計を行って、設計が終わった後に建物を解体して工事をするということ

で予算は今年だけ確保できているということになります。錦学習館も同じで 1 年

間設計をして、2 年目は改修工事というスケジュールですけれども、錦学習館も今

年度予算がとれて今進めているということの確約が取れているのは砂川学習館と

錦学習館だけですけれども、それ以外については、順番はこれ通りに進めるとい

うことですけれどもその時の予算状況で左右される可能性もあります。興味があ

る部分かと思いますが、本日は資料の提供だけにとどめさせていただきたいと思

います。これについても質問があれば後日ご回答する形にさせていただきたいと

思いますのでよろしくお願いします。説明は以上です。 

（会 長）ありがとうございました。施設整備計画については、ここで質問する時間もな

いし、お答えできないかもしれないということで何か質問があればメール等でお

寄せいただければ次回までに回答できるのではないかと思います。そのほかにご

ざいますか（なし）。今年度最初の会議でしたけれども時間がなく慌ただしく進め

てしまいましたが、会議ができたということで、今年度のスタートは切れたかな

と思います。これで令和 3 年度第 1 回生涯学習推進審議会を終わりたいと思いま

す。次回の予定は 7 月 13 日にここで行うということになっています。本日はあり

がとうございました。 

 


