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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） 

各委員からのご意見まとめ 

資料２ 
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Ⅰ-1-① 多様な運営主体による事業の開催 

 

 

○「多様な運営主体による…」というタイトルの割に市民交流大学が主な事業主体となっているように感じられ

ます。市民交流大学自体が、市民の皆様の多様なニーズに応えられるものであれば、あまり問題は無いのかと

思いますが、開設以来 13 年となる同大学の弛みない発展・向上が必要だと思います。また、進捗評価表に述

べられていた学校教育との連携がさらに進んでいくことが必須では無いでしょうか。 

 

○多様な主体により様々な視点から実施される事業が展開されていることは素晴らしいと感じる。市民推進委員

たちの意欲が生かされる講座が次々生まれているのも評価出来る。生涯学習には、参加者が少なくても意義が

ある事業がたくさんある。講座数や参加者数などの成果主義にとらわれない観点があることは評価出来る。 

 地域との連携は、とりあえず NPO 法人と進めるのが現実的ではないか。 

 

○ホームページのさらなる拡充が必要と思われます。また、メールマガジンの定期購読制度も必要と思われます。 

 

○取組の市民企画講座や団体企画型講座の充実は市民の視点を取り入れるうえで有効である。一方で、現在の社

会情勢や課題に応じた講座の設置はボトムアップだけでは流行にのれないので、企画する部会等が必要ではな

いかと考える。 

 

○講座アンケートにより市民ニーズを把握できている点を評価します。今後もそのニーズを講座内容に反映する

ことを期待します。 

 

○先ず、生涯学習推進計画で目指す立川市は、どの様な姿であるのか？「学社融合」という生涯学習の本旨を意

識した「まちづくり」であり、それを支える 3 つの学びが提起されている現実がある。これらがベースとなり、

学びを通して自己の経験や能力を地域課題解決に向け、提供していくという一連の学びの将来像・構想図がき

ちんと伝えられているのかが、曖昧な認識ではないかと懸念する。広報、各種生涯学習に係ると思われる組織

や団体等の会合・研修の場では、今後も十分な啓発に努めていく必要があると考える。 

○学校と地域との連携した事業の企画・運営は課題が残る取り組みである。学校教育とは情報共有に努め、相互

に不足する部分を補い合って連携を深めていくことが重要である。その際、市職員がコーディネートするのか、

学校支援コーディネーターが仲介役をするのかを明確にし、研修等を通し、コミュニティスクールの具現化に

も繋げていく。 

 

○講座を企画する人達の高齢化が進んでいる、世代間等継続して関わるための検討も必要。 

○団体企画講座も学習館職員から声掛けを、より多くの団体、サークルに知ってもらうことも必要。 

○小中学生向けに地域資源の講座を企画提案していく。 

 

○たちかわ市民交流大学の様々な団体との連携した企画は、地域社会にも有益な取り組みとして評価できると思

われます。 

○企画、実行していく上での課題や、要求（たとえば仕組みや制度の改定をしたい等）があれば、それを吸い上

げ改善していくような仕組み作りも必要なのではないかと思われます。 

○たちかわ市民交流大学は市民各層に開かれた運営が為されているが本来学習を必要としている層が自ら学習

を組織していくにはまだまだ障害が多いように思う、例えば、障害者や中高校生等。 
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○取り組み状況ですが、数字の変化だけでは、あまり意味が把握できませんね。 

 

○Ｂ。市民交流大学が企画する講座については開催数や参加者は安定しており、定着しているものと評価できま

す。しかし、今後学社一体を進める上で、より新たなアプローチが必要となってきています。今まで分けて考

えられてきた学校が主体となり、児童生徒の成果物を生かした講座を計画するなど、これまでにない展開が求

められます。 

 

○たちかわ市民交流大学①市民推進委員会の市民企画講座②生涯学習市民リーダー等団体企画型講座③行政企

画講座の 3 つの構成が成果を出して市民に知られ前進はしているが、認知度が低く周知の方法を考える必要が

あります。 
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Ⅰ-1-② 学びたい人が学べる機会の提供 

 

 

○ここで「関係する主な事業」としてあげられている「寿教室」については、市内９箇所に教室があり、多くの

高齢者の方々の学びの場となっていると思いますが、市の施策の体系としては福祉施策として捉えられている

のであって、いわゆる「生涯学習」としての位置づけは的確なのでしょうか？もし、ここで生涯学習として位

置付けるのであれば、もう少し開催コースを拡充するなど、ますます増大する高齢者人口への学習機会の提供

を拡充して欲しい。また、学びたい人が学べる機会の拡充のためには、講座などの開催地域がどうしても市内

の中心地に偏りがちですが、広く多くの市民の生涯学習を担保するためには、開催場所を市内各所に用意すべ

きであると考えます。そして、その先には、今回のコロナ禍の中でその利用度も増したであろう、オンライン

講座などにも取り組み、より多くの市民の生涯学習に資するよう努めてください。 

 

○昨年の進捗評価で、青春学級を民間委託した 3 年間についての評価や事業者の評価が求められたが、今回の総

評では回答がない。民間委託した事業についての情報公開は大事ではないか。 

○日本語を話すことが出来ない住民が講座やイベントに参加しやすいように、日本語教室との連携を図るのはど

うか。 

 

○若い人向けの講座をどうしていくかは課題であると考えるが、講座を設定してもなかなか集まらない現状であ

ろうと考える。共生社会の実現に向けて障害のある人も参加できる講座の充実を今後も図っていく必要がある。 

 

○子育て世代や若者による講座の企画や受講が一定程度進んでいる点を評価します。市民の地域参画に繋がるよ

う、意識して努めてほしいです。 

 

○講座開催は増加傾向にあるが、立川市の立地条件（交通の便、費用等）等を考慮し、立川駅を中央とし、南北

或いは東西地区で、同様の講座を二回開催し、同じ市民として生涯学習の学び手、地域課題解決の担い手とし

て人材を育てていく工夫はできないものだろうか？ 

○外国人、20 代から 40 代の働き盛りの方々のニーズをリサーチし、講座をどこが企画・運営していくことがベ

ストか、情報集計・判断する部署として、生涯学習情報コーナーが取りまとめすることはできないものか？外

国の方には、多文化共生の組織と連携し課題を発見し、必要な配慮をして学べる機会が得られるようにする。

相談窓口に来られた方々の聞き取りを通してのニーズの集約等し、講座の企画に繋げていく。 

 

○障がい者向けの講座が少ないように思います。意識して障がい者向けのイベント（高松学習館で開催している

誰でもコンサート）等他館と協力して継続できる工夫を考える。 

 

○学びの場が多くあるということや、年齢や性別、職業や障害の有無など、多岐にわたる違いに対応できる講座

の種類の豊富さは、評価できる点だと思われます。 

○障害者理解や外国人に関する理解については、障害者や外国人の方々本人から経験や考えを語っていただくこ

とも大切かと思います。障害を持っていながら、社会で暮らす知恵や、技能を講座で教えてもらったり、外国

人が現地の手芸や手仕事を教えながら、日本のこと、地域社会のことについて学ぶなど障害者、外国人自ら発

信できる場があってもよいのかもと思います。 

 

○市民交流大学で行われている講座は年齢各層にわたって参加機会を提供しているが障害者が参加している講
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座は少ないように思える。 

 

○学びたいけど時間や情報入手手段の乏しい方へのケアは今後も続けてほしいと思います。 

 

○Ｂ。各年齢層や様々な目的を達成するために設置された学習事業展開が定着しているものと評価できます。今

後は更に学びを求める市民のニーズに合わせるため、ニーズを汲み取ることにも取り組み、ニーズに即した学

習事業展開が求められると考えられます。 

 

○高松学習館の障害への理解を深める事を目的とした講座、脳性麻痺を抱えるヴァイオリニストを招待した事に

より、可視化され障害のある人もそうでない人もより深く理解され、今後、障害のある方が学習機会を享受す

るだけでなく、発信する側になると思いました。
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Ⅰ-1-③ 高等教育機関や民間との連携強化 

 

 

○立川には、他には無い、素晴らしい公的機関がありますので、さらにその機会を活用し、市民の知的好奇心を

満足させるような取り組みをお願いします。各研究機関との定期的な連続講座の開催など、知的レベルの低い

ものから高いものへと参加者が自分の成長を実感できるような講座があるといいですね。 

 

○東京学芸大学との連携により、大学生が立てる企画も生まれ、参加する市民の視野も広がっていることは評価

出来る。市内には国文研・極地研などの機関がある。市民が出かけて行く講座を多く企画することで、より交

流が広まる。 

 

○大学や高等学校は学問のノウハウを豊富にもっており、子供から大人まで広い範囲を対象にできるので連携の

充実は欠かせない。 

 

○企業との連携講座を実施できたことは評価できます。さまざまな講座を提供できるように努めてほしいです。 

 

○高等教育機関との連携・努力では、確かに実績も出てきている。大学生の学習館事業のイベント等、主体的な

協力を得たとある。市が求める高等教育機関との連携の姿は、一対どの様な姿なのか？ 市内の各種学びに関

わる場の要請に応じて、ボランティアの支援者として活躍・協力できる姿・体制を構築する事ではないか。（大

学生に限定）限られた場所で事業や施設の登用では、十分な連携とは言えないのではないか。実費弁償等支援

を制度化し、広く市内の各施設で、要請に応じて多様な学びを共に創り挙げていくパートナーとして連携を深

めて行くことが、市が目指す高等機関との連携の姿ではないか。 

○種々の講座の活性化、内容の深化、多様化、地域性に特化した講座等の企画・運営には、職員のコーディネー

ト能力が真っ先に求められる。その重要性は、Ⅱ―１－②、Ⅲ―１－①、Ⅲ―２－①でも述べられている。し

かし、現実には受講者 2 名、課内研修で還元する研修取り組みは実施できなかったという状況。職員のコーデ

ィネート能力が真っ先に求められる今、何をおいても研修体制の立て直しを図り、人と人、人と団体をコーデ

ィネートする人材を育てていって欲しい。 

 

○色々な機関特に学校との連携は進んでいると思います。 

 

○大学や高等学校、研究所、資料館で、様々な取り組みがなされ、色々な職種や年代との交流にもなっており、

まさに生涯教育の場となっている点評価できると思われます。 

○立川市にある特殊技術を持つ企業や特産品を扱う店や農家と連携し地域産業を盛り立てられるような企画が

あってもよいかと思います。 

 

○東京学芸大学や国立音楽大学との連携は充実している。市内の研究施設との連携も充実している｡学生や研究

者と一緒に講座を作っていくことをより推進したい。 

 

○民間企業との連携型の団体企画型講座を実施した訳ですので、企業の CSR とともに、立川の P R などに言及

しても良いのではないかと思いました。 

 

○Ａ。立川周辺の高等教育機関との連携は非常に充実しており、評価できます。 
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民間との連携も団体企画にとどまらず、各学習館の地域活性化講座へのブレークダウンなどを進めていくこと

で市民満足の向上につながると考えられます。 

 

○立川市には恵まれた様々な機関があり、連携することにより、内容等に興味深くなり市民満足度の向上になる。 
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Ⅰ-2-① さまざまな交流の場の提供 

 

 

○「さまざまな交流の場」と一口に言っても、その参加対象の括りにおいては、さまざまな段階があると思いま

す。この取り組みによって、施策の方向の「知縁・学縁の形成」にまでつなげていくという明確な目的をもっ

て、一つ一つの交流の場を設定してください。 

 

○生涯学習を支える柱の一つは、各種社会教育団体である。各地域学習館で定期的に利用者懇談会を企画して、

団体の交流を図ることが基本ではないか。 

 

○交流の場や講座の充実を図る一方で、オンラインによる学習の場や交流の場を設定するのも一つの方法だと考

える。 

 

○受講者同士の交流を取り入れた講座が一定数あることを評価します。今後もさらなる交流が進むよう、努めて

ほしいです。市民交流大学の「きらきら交流会」も定期的に実施して、受講者の生の声を聞く機会を確保して

ください。 

 

○各世代に適応した内容で講座が定期的に開催される環境があれば、その場が居場所になり、交流の場にもなる。

ひいては、知縁や学縁の場にもつながる。講座開催の場・回数を増やすとなると、物的環境の確保や講師等の

人的確保等のコーディネート役の調整力が必要となる。また、学習館のみならず、生涯学習等供用施設等との

情報の連携等を図ることで、交流の場の提供していく取り組みが必要である。 

○学習館まつりの在り方では、地域学習館利用者のみならず、地域の文化的行事としての幼・保・小・中との連

携を図り、作品展示や発表を披露する場として、集客を図りつつ、生涯学習の学びの循環を構築していく。又、

世代間交流の場にも生かしていく。企画・運営には、前述のように大学生や高校生等の支援を得て、新しい視

点も加えつつ進めていけると良い。 

 

○コロナの影響が少しずつ出てきているように思います。学習館祭りを学芸大の学生さんと一緒に取り組んでい

ます。誰でも出入り自由の交流の場となりつつあると思います。色々な場で交流を希望します。時には地域と

の繋がりが強い社協との交流も在るといい。 

 

○世代間の交流が学習館祭り以外にもっと必要かと思われます。寿教室や子供、乳幼児と母向けの講座なども大

切ですが、やはり世代別の講座が多いのが気になります。 

○地域の中の各団体との交流ももっとあって良いように思います。 

 

○市民交流大学で実施されている通常の講座は無論のこと圧倒的に市の学習施設で行われているが自治会館、高

齢者福祉施設、学校、民間管理施設等地域住民が日常的に使用している施設でもっと実施されてもよいと考え

る。そのことによって、市民の学習がより身近なものになる期待がある。 

 

○交流の場の提供からさらに発展した交流が生まれるような取り組みを期待します。 

 

○Ｂ。学習館間の運営協議会や、市民交流大学市民推進委員の間の交流は充実してきていると評価できます。課

題にも挙げられているとおり、交流の結果が知縁・学縁の形成やお互いの情報共有にとどまらず、地域課題の解
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決や将来世代の育成につながる講座企画やさまざまな資源活用に繋がる取り組みが必要です。 

 

○他の組織スタッフとの交流により、より多くの講座内容を知り、また、他の人たちにも伝える事ができるので、

同じ団体だけではなく、他の団体との交流が必要です。 
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Ⅰ-2-② 地域課題の共有化と解決に向けた学びの推進 

 

 

○ここで言う「地域課題」とは？その特定地域だけの「地域課題」なのか、いわゆる市域を地域と考えての課題

なのか、よくわかりません。「子どもの貧困」や「少子高齢社会の到来」は、地域課題というより日本全体が

抱える問題だと思いますし、この計画を立てられた時点での地域課題が何であったのか、何を想定してこの計

画を立てられたのかが不明です。 

 

○西砂学習館のサマーイベントの取り組みは、とても参考になる。各学習館は取り巻く環境も違っているし、そ

れぞれの歴史もあるので、他の学習館と交流しながら、特性を生かした事業を展開したらよいと思う。 

 少子高齢化に伴うさまざまな課題が生まれ、現在の新型コロナウイルス感染の事態で、さらに問題は大きくな

っている。この事態に生涯学習がどのような役割を果たす事が出来るのか、行政・福祉・医療などとの分担と

連携も頭に入れて考えたい。 

 

○地域の課題はその地域の課題もあれば立川市としての課題もあり、東京都や国と共通する課題も多いと考える。

各地域の課題は地域だけで考えていくものともっと広い視点を合わせて考えてものがあるので、共有していく

ことも大切であり、発信も必要ではないかと考える。 

 

○地域を知ることに留まらず、地域課題をテーマとし、まちづくりを担う市民の輪を広げるための講座に取り組

んでほしいです。社会や地域に貢献したいと思っている市民は多くいます。社会を良くしていこうという市民

一人ひとりの、より良い生き方を習得する市民学習を意識した内容で、学びを推進してください。地域課題の

認識を深め、解決策の検討に参画し、既存の地域資源へ自らが主体的に参加し協働していく迄の流れを、意識

した方法の充実を図ってください。学びの成果を地域に活かし還元できていることの見える化を図ることによ

り、それが更なる学習意欲の向上になり、好循環を生み発展させると期待します。 

 

○地域課題の共有化や解決に向けた学びの推進への道筋を着ける上では、先ず、Ⅰ－1－①にも書いたが、市民

一人ひとりに生涯学習推進計画の学びの将来像・構想図がきちんと伝えられ、納得されていることが重要であ

ると考える。 

○講座企画・運営の多い、たちかわ市民交流大学や行政等が、長期に亘る講座のカリキュラム計画を明確に立て、

交流の場や意見交換等を通して、受講者の意識を醸成さ、地域課題の共有化や解決に資する能力持った人材を

育成してくことが大切であると考える。 

○各地域学習館は地域が抱える地域課題の解消に繋がればと、講座を企画し実施してきてはいますが、地域活性

化講座に使える事業費予算では、スクラップ・アンド・ビルドありきで、講座を増やす等の解決策は見いだせ

ないのが現実です。地域課題の共有化や解決に向けた学びとなると、それなりに世代を焦点化、内容、回数等

の問題をクリアーし、受講者の意識を醸成していくことも必要となってくる。 

 

○先ずは単位地運協の中で地域課題の共通認識を持つことが必要、そのために話し合いをする。 

 

○高松学習館、柴﨑学習館などでも行われている「認知症サポーター養成講座」など地域で高齢者を支えるとい

う取り組みは評価できるところだと思います。地域の問題に積極的に参加し、皆で考える場所を作って行く取

り組みは、ますます推進されるべきことと思われます。 
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○今、気候変動による災害等 SDGｓ等の世界的な課題が地域の身近な課題と密接につながっている状況を身近

な地域の課題として共有化し学びとして具現化していく「視点」を常に意識した学習が大切と考える。そのこ

とは「庁内調整委員会」においても市民推進委員会に置いても調整課題として組織的に取り組んでいく必要が

ある。 

 

○前年と内容的には変化なしという感じです。学びを地域課題の解決に生かしていくこととして、子どもの貧困

の多様な背景、それを分析し具体的な解決手段としての取り組みをするようになると良いですね。 

 

○Ｂ。西砂学習館や高松学習館の取り組みが定着し、地域にも認知され住民同士の課題解決意識も芽生えてきて

いることは十分評価できます。各学習館の運営協議会においても、地域課題について意見交換がなされており、

草の根レベルでは地域課題を取り上げる取り組みはなされていると考えられます。しかし、方向性で示されて

いるとおり共有化に課題があり、解決に向けた取り組みが各学習館の間で協力できるような形にはまだまだ努

力が必要と考えられます。 

 

○火曜日には西砂学習館へ行こう！のように、○曜日には○○学習館へ行こうと思う身近な学習館になると課題

も見つかり、解決に繋がるのではないでしょうか。 
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Ⅰ-3-① 参加しやすいしくみづくりの推進 

 

 

○「参加しやすいしくみ」を作ると言う取り組みを文字通り、と言うか表面的に読めば、学習機会に参加しやす

いと思いますが、「目的」の中に「学習活動の担い手として」ともありますので、ただ、講座などに参加する

だけではなく、企画や運営にも参加することを目的としているのだと改めて認識しました。市民の皆様に主体

者として生涯学習に参加していただくための仕組みとしては、現在は市民交流大学や各種サークルなどで学習

館などを活用し、その運営にも関わっていくことかと思いますが、さらに主体的に参加していただくという視

点については、今後この審議会において、しっかり学ばせていただきたいと思います。 

 

○東京学芸大学の学生諸君と連携して企画を立てたことは大いに評価出来るが、その企画に若い世代の参加が少

ないのは残念です。しかし、学生や若い世代の現状を考えると、多くの参加は望めないと思う。若者が企画す

ること自体が将来につながるので、上の世代が興味を持ち参加すれば良しとしよう。 

○公募型団体企画型講座については、宣伝がたりないのではないかと思う。気軽に企画できることをもっとアピ

ールすべきだ。 

 

○参加しやすいしくみとして若者と連携した講座づくりや学校への啓発の充実を図ることは必要であると考え

る。 

 

○障害者が受講しやすい環境となるよう、「出来得る可能な範囲」の配慮を引き続きお願いします。受講者に配

慮した申込受付方法を検討したうえで、適切に実施していることを評価します。 

 

○若者の受講者を呼び込むことがまだ課題であるが、市民推進員会が学生と一緒に企画・運営に当たることで、

講座企画の幅が出たとの記述があります。今後も引き続き若い世代の柔軟な発想を大事にして、若者の受講者

が少ない要因を追求しつつも、若者を取り込む講座を企画していってほしい。 

○公募型団体企画講座も徐々に周知されるようになってきている様子。企画を立てる団体が多くなればなるほど、

多種・多岐にわたる講座が実施できることに繋がる。結果として、参加してみたいと思える企画にも出会える

のではないか。 

 

○若い世代を取り込むということで時間等の設定をかなり努力されているとおもいます。 

 講座を受ける側から実践者へ興味があるだけでは難しいのでは地域コーディネーターから健康体操の講習を

受けた人が実践できる場を提供したい、団体、サークルに持ち掛けられ講師として場の提供をしました。その

ことにより自立していけるのかと思います。 

 

○講座や教室の参加者に今後どのような講座に参加してみたいか、参加した感想などの意見を聞き，参考にする

のもよいかと思う。各講座に興味を持った人達に希望を聞くことは、次回の講座に生かすだけでなく、派生し

た講座を作る上でも参考になるのではないかと思います。また、参加したきっかけを知ることで生涯学習に期

待されている方向性も分かるのではないかと思われます。 

 

○どの講座も基本的に市民各層に開かれた運営が為されているが例えば市民推進委員会の講座では障害者（身体

障害者）の参加が皆無に近い。障害者も参加しやすい講座にするには障害当事者の意見を聞くなど社会福祉協

議会や障害者団体にも呼びかけ、団体を通した広報宣伝や講座テーマ等工夫する必要がある。 
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○公募型企画型講座では募集内容を見直したとのことで、成果があるとのこと。今後の方向性として、学生だけ

ではなく、民間企業の参加（家族で参加）や、高校生の参加も検討されてはいかがでしょう。高校生と大学生

がつながることができれば、小学生なども将来モデルを見る機会が増えます。 

 

○Ｂ。これまで学生や地域諸団体と事業に取り組むことなどで築き上げてきた取り組みは定着し、評価できます。

反面、それらの経験に基づく類似事例への展開が少なく、参加しやすいしくみづくりの横展開には課題がある

と考えられます。 

 

○講座企画に立川市内の中学生・小学生の参加はいかがでしょうか？忙しい学校の先生方の意向もあるかと思い

ますが、また、違う視点で新しい面白い講座があるかもしれません。 
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Ⅰ-3-② 学びに関わる市民や組織の連携と調整 

 

 

○現在、地域における「生涯学習」の拠点となっている地域学習館の運営協議会に、同じような、地域における

生涯学習の場として位置づけられている「学習等供用施設」の運営に携わる方の参加がないのはなぜでしょう

か？同じ地域で同じ目的で活動していると認識していますが、共に協働し、連携しないのは勿体無いと思いま

す。また、４人に一人は 65 歳以上の高齢者となった日本ですから、思い切って、「シルバー大学」など高齢福

祉施策の中で学ばれている方々との連携もあれば、更に裾野の広い生涯学習となるのではないでしょうか？ 

 

○「取り組み状況・成果」の課題・今後の方向」の部分に書いてあることがよく理解が出来ないが、学習館や地

域学習館運営協議会が普段活動しているサークルや社会教育団体に、働きかけ、連携して企画が生まれるよう

に出来ないか。 

 

○それぞれの機関や委員会・協議会等が役割を果たしていると思います。それが成果につながっていくと関係者

のモチベーションがより一層上がるのではないかと思う。 

 

○市民交流大学市民推進委員会と図書館の新たな連携や、市民交流大学市民推進委員会と地域学習館運営協議会

等の更なる連携強化などができている事を高く評価します。 

 

○地運協関連では、年 2~3 回ほどの全体交流会、研修会等が開催され、共通の勉強会も開催され、６館の独自性

も生まれて来ている。参加して残念に感じる事がある。当日の研修内容等は、当番担当地運協に丸投げするの

ではなく、生涯学習推進センター等との事前話し合いを持ち、今研修すべき内容は何なのか、十分に煮詰め、

提案できる様にしていくべきであると考える。報告は文書や映像で短時間に済ませ、対話や討議に時間を多く

かける配慮をする。 

例①大学生が企画した学習館まつりへの取り組み工夫・内容等の提示をして頂くのではなく、他の学習館が学び

たいことは、どの館も公平に大学生・高校生等の支援を取り込むには、どの様な方策・方法を考えていくべき

か？について皆で考えることではないか。 

例②「学社一体」が叫ばれる時代となって、地域学習館の成すべき役割と地域・学校等とどの様に関わっていく

ことが最善の方法か？また、地運協と学校支援コーディネーターとの関りをどう構築していくか？ この様な

研修会、意見交流会が６館全員で話し合うことが、今必要なのではないかと思う。 

 

○連携、協働情報の共有等を進めてほしい。 

○青春学級に関するもう少し情報発信したほうが良いと思います。 

 

○市民交流大学企画運営委員会の会議で同じような内容を話し合っているとの指摘があるとのことですが、各組

織間の連携や横のつながりが希薄なことで起こる問題も多いように思われます。各組織の課題や要望等を吸い

上げて議論できる場がなれば良いのかとも思いますが…。 

 

○このような講座を企画したい｡こういう企画を考えている等の団体等の交流、意見交換の場を工夫できないか。 
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○前年と変化ない印象です。庁内検討委員会は可能であれば、もう少し増やしたらいかがでしょうか。年一回だ

と、目的も忘れてしまいそうです。ただし、同じような会合があるようでしたら、集約化を検討してみる時期

なのかもしれません。 

 

○Ｃ。各委員や組織の動きも定常化し、評価できます。しかし、昨年度と同様の実績となっており、連携及び調

整というテーマに対しては目に見える成果は見いだせていないと言わざるを得ません。中核をなすべき生涯学

習推進センターの組織改革や組織・委員・協議会への権限移譲など、行政内部の改革も必要です。 
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Ⅱ-1-① 多様な媒体の活用による広報 

 

 

○以前に比べると、市の HP や全戸配布されるようになった「広報たちかわ」など、充実してきていると思いま

すが、特に生涯学習の情報満載の「きらり・たちかわ」の配布はうまく機能しているようには思えません。（我

が西砂会館の係長さんは、今年４月に着任されてから会館内のチラシや広報誌などの展示ラックの改善に取り

組まれて、大変見やすくわかりやすい配置にしてくださいました。これで、「きらり・たちかわ」を手に取る

方も増えるのではないかと期待しています！）また、私たちの地域学習館では、最寄りの西武線駅の掲示板を

活用したり、運営委員会会長手作りの掲示物を館内の空きスペースを活用して掲示したりして、学習館の活動

についての啓発活動を行なっています。これからは、市の HP 上でも、各学習館の行事や講座のプログラムな

どを広く市民の皆様に広報すべきではないでしょうか？ 

 

○「きらりたちかわ」が各所におかれ、ネットによる発信などの努力は大いに評価出来ると思う。私が参加する

サークルには、市のサークル紹介を見て入会する市民が絶えない。SNS に講座参加者の感想などが紹介される

ともっと親しみがわくのではないか。 

 

○情報格差が生じないよう引き続き紙媒体の広報をしていく必要があるが、SNS を効果的に活用した広報は必要

である。 

 

○「きらり・たちかわ」の効果的な配布に努めてください。ツイッターやホームページによる情報提供をさらに

充実させてください。 

 

○何を見て受講されたかのアンケートでは、第１が市の広報・チラシ・ポスター、第２が「きらり・たちかわ」、

次いで情報端末やインターネットと続く。高齢者等の情報難民という状況も考えると、紙ベースが重要とも言

える。市の HP やイベントカレンダーを検索して、十分に興味を掻き立てる講座内容に繋がるとも言いにくい。

必要情報を提供するというスタンスが強いように思える。地域学習館にアクセスして、地域の学びの情報や既

実施講座の内容、地域学習館での取組等について知ってもらえたらと考えるが、実際には施設の概要・申し込

み方法等の情報のみで、地域の特性や学びに関する情報を得る事には繋がらない。市民が興味を持ち、アクセ

スしてようと思えるような楽しい広報・情報等を与えてくれる HP は作成できないものだろうか。 

○広報に関して幾つかの方法を参考に提示してみたい。①地域活性講座の実施報告を模造紙にまとめ館内に掲示

し、館利用者等に取り組みの実際を知ってもらう。活動内容によっては、学校回覧も有効か？②実際に取り組

んだ報告は、ウエブサイト「みんなの西砂川」に載せて頂き、周知に繋げる。③「（仮称）○○学習館便り」と

して、地域のこぼれ話や講座の実際、事前の周知や協力依頼等を載せ、自治会回覧を利用する方法を考慮中。

④西武立川駅の東西に掲示板（市・生涯学習推進センター）に、地域学習供用施設等のチラシや新住民をター

ゲットにした「西砂地区での新生活応援」の為の情報提供できる掲示に取り組んでいく。など 

 

○読みやすく講座以外のコーナーもあり工夫されている様子はわかります。まだ一般の人達は必要なところだけ

見る、持ち帰りゆっくり読む所まではいってないようです、もう工夫をする。 

 

○「きらり・たちかわ」を広く知ってもらうためにも配架場所を増やしたり、手に取ってもらう努力は必要かと

思われますが、特に今年度はコロナウィルスの影響もあり、SNS の活用が急務のように思います。SNS の内容
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も講座の情報だけでなく、講師や地域の情報に飛べるようにリンクを載せるなどし、内容を充実させるととも

に、講座、講師、企業の宣伝にも努めるべきではないでしょうか。 

 

○講座によって自宅でも講座受講ができるようにウェブ回線を用いた方法を検討していく必要があると考える。 

 

○新たな視点と取材活動で効果があったとのこと。ライン、ツイッター、フェイスブックといった電子媒体の活

用は、コロナウイルス関連で増えることが予想されますね。それでも、電子媒体を見ることができない高齢者

を含む市民には、どうしても紙媒体や口コミなどが必要ですね。その意味でも、スペースとしての公共空間の

確保が必要ですね。 

 

○Ｂ。「きらり・たちかわ」の配布体制などは定常化し、評価できます。一方、メールマガジンの配信がなくな

り、また参加者など関係した市民の口コミを自主的に投稿するなどＳＮＳ活用などに対する取り組みが見えて

いない点は課題となります。広報は市民の生涯学習に対する認知度の低さからも重要課題に位置付けられます。

今後の更なる拡充を期待します。 

 

○立川市の講座に何があるかを知りたいと思うと HP に行くと思うのですが、少々わかりづらいと思います。
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Ⅱ-1-② 学習相談体制の充実 

 

 

○生涯学習活動に関する相談体制は、貧弱の一言であると思いますが、IT や SNS など情報通信媒体が発達した

現代社会において、情報の発信の仕方を改善する必要があるのではないでしょうか？ 

また、2008 年には施設予約システムと同時に「講座情報システム」の稼働を開始した、と第５次生涯学習推進

計画の 12 ページに書かれていますが、これはどのようなものでしょうか？情報提供の手段としては、有効だと

思いますが、市の HP を検索しても出てきません。 

 

○生涯学習情報コーナーがある場所は、いかにもついでに作ったコーナーという印象がある。一部屋とは言わな

いまでも、仕切りのある場所にしてほしい。市役所にもコーナーを検討してほしい。地域学習館の現状を見る

と、学習相談を担えるような人員配置になっていない、拡充を求める。 

 

○相談窓口の周知が一番である。あること自体を知っている人が少ないのではないかと考える。 

 

○地域課題解決型の学びに繋いでいけるコーディネーター能力は必須です。更なる努力を求めます。 

 

○職員の増員、実践的な研修の充実、社会教育主事の各学習館への任用配置するように望みます（H29 総評）、

と記述されているが、その後の取り組みとして、実際はどうであったのか？ Ⅲ-2-①（コーディネーターとし

ての職員の養成、研修体制の強化）の部分を読んでも、実際には取り組み内容・異動の配慮等された人事とは

なっていないのではと受け止めてしまうのが残念である。 

○生涯学習情報コーナーでの学習相談 587 件（内訳：社会教育関係団体関連 221 件、・・・学習相談 24 件）と

なっているが、地域学習館での学習相談はどの程度あったのかが分からない。双方の相談体制の充実を目指し

ているが、場合によっては、地域学習館での相談に関しては、生涯学習コーナーに引き継ぐこととし、コーナ

ーで相談受け入れを充実させていくことも一つの方法ではないか（専門的な研修修了者、社会教育主事有資格

者等の配置、丁寧な対応と助言等を考慮した時、現在できる最善の方法ではないか） 

 

○出前講座等を情報の一つとして活用、相談しやすい方法・工夫が必要。 

 

○学習相談窓口としての生涯学習情報コーナーや、地域の学習館の周知のためにも SNS の活用を積極的に推進

するのも一つの方法であると思います。チャットなどを使った簡単な相談もできれば、もう少し気軽に利用し

てもらえるように思います。 

 

○相談体制は整備されているが団体内部で消化されることが多いのできらり等で事例宣伝をするなど利便性を

アピールする。 

 

○相談者への情報提供の中身が今日問われているように思います。生涯学習サークル自体が学習相談会を開く場

や機会を用意してみるというのも考えられます。また、ユースコーナーなどでは、ユースワーカーや保健師な

ど週に一回でも専門家を配置することで、より深い相談体制を築くことができるのではないかと思います。 

 

○Ｃ。相談担当者のスキルに依存する状況から脱していないのが大きな課題と考えられます。社会教育士制度な

ど一定のスキルを定着させる研修体制の確立などが求められます。 
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○地域学習館の職員は 1 人ですが、長く勤める嘱託員がいたら、人的ネットワークは構築できると思いますが、

職員ではないので難しいのでしょうか。 
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Ⅲ-1-① 地域人材の把握・育成・ネットワークの構築 

 

 

○先ほども述べましたが、地域学習館運営協議会の構成委員の中に、学校コーディネーターや学習等供用施設の

運営委員などを入れるか、あるいは、年に数度でもこれらの方々との意見交換や情報交換を行うなど、幅広い

地域人材の発掘・共同が必要だと思います。 

 

○小中学校に通う子どもがいない身にとっては、地域学校協働事業本部とは何かが丸で分からない。地域の学校

に力を貸そうという大人は多いと思う、学校ボランティアに応募したのに、結果の報告がなかったなどという、

意欲をそぐことはやめほしい。小学校の先生に依頼されて授業をしたことがあるが、先生が替わっても続くよ

うな、継続的な計画があるとよいと思う。これは学校側の課題だが。 

 

○生涯学習市民リーダーの登録人数を増やしていくことや育成は難しい面があると思います。人の育成は時間と

お金がかかりますので、着実に長い期間をかけて進めていく必要がある。 

 

○生涯学習市民リーダーの活用が促進されるよう、「みんなの講座」ほかの諸事業を通じて支援に努めてくださ

い。地域学校コーディネーター及び学校への情報提供をはじめとした連携を進めてほしいです。 

 

○学校支援ボランティアの登録者数が 64 人、派遣航１8 校、延べ派遣者数 58 人（H31）を見て、登録者の登録

条件・内容はどの様な業務だったのか。実際に学校・教育活動に入り、協力し支えてくれている支援ボランテ

ィアは枚挙に暇がない程ではないでしょうか。学校が必要と考える学校教育支援者（領域、支援内容、人数等）

は、実に多岐に亘っての支援・協力を求めているのではないか？そのためにも、学校が必要とする人材バンク

を学校が独自に募集する必要があるのではないか（どの様な活動、何処の部分、どの様な、どれだけの支援）？

その際、学校支援コーディネーターが地域学習館との協力を得て、学校と地域の橋渡し役を担うという重要な

役割を負う。地域の人材も含めた情報資源を集約し、情報化し、学校との連携の元、素早い人材等の提供を図

ることで、学校教育の学びを支えていく。コーディネートを図ることで、学校の負担を軽減する。 

○「学社一体」の答申も出た。地域学習館の役割も重要と記されているが、出来るだけ早い段階で、地運協との

連携が取れる様に会合を持ち、具体的な場面での支援の在り方を具体的に相互理解が出来る様な話し合いを進

めて行く必要がある。又、全体研修（社会教育、生涯学習に関係する機関、各種児童等の関する組織等）等を

開催し、市民・地域が一丸となって、学校教育の支援に当たれるような体制を作り上げていくことが、求めら

れている事を周知していくことが必要である。 

 

○サークル等で培ったもの（例えば料理）地域のイベント包括、児童館、自治連等に協力関わることで地域の一

員としての参加方法もあり、個々に持っている特技を他地区に出向く等、広がっていくと思われる。 

 

○地域学校コーディネーターも地域学習館運営協議会に参加しながら連携を図り、地域と学校が連携してゆく取

り組みはこれからの人材の育成をしていく上で大切なことと思います。ネットワークを構築できても、周知し、

広めるという面では交流や研修、様々な場所に出向くということはコロナウィルスの影響もありこれからは難

しいように思います。構築されつつあるネットワークを切らさないためにも、教職員やコーディネーターの負

担にならない範囲でリモートやフォローできる体制づくりをする必要があると思われます。 

 

○それぞれの団体等で地域人材の把握・育成がなされているが地域人材の育成を目的とした講座をもっと増やし
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ていくことも考えられる。 

 

○学校と地域を結ぶ地域学校コーディネーターに期待が集まりますね。課題としては理解や周知など広報手段の

検討を進める必要がありますね。コーディネーターを学校と地域を結ぶだけではなく、地域の人を結ぶ役割と

して、立川市独自のコーディネーター認証のような取り組みも面白いかもしれませんね。 

 

○Ｂ。地域学校協働本部事業が開始され、地域学校コーディネータも配置され３年目となりましたが、学社一体

を進める上では、まだまだ地域イベントや学習館の事業やイベントへの関与度は低いと考えられます。地域学

校コーディネータの学習館運営協議会への積極的な参加及び意見を求めます。また、市民リーダー登録のメリ

ットなどもより積極的なアピールが必要と考えられます。 

 

○今迄に蓄えた知識や経験、技術を持ち、それを地域や団体などで役立てたいと考え登録している市民リーダー。

学校の教育活動について、地域の教育力を生かすために保護者や地域人材等が学校をサポートする学校支援ボ

ランティア。人材はいるのですから、研修して活躍する場所、交流して人材把握する事により、新しい人材発

掘に繋がります。 
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Ⅲ-1-② 地域課題の解決・将来世代の育成につなげるしくみづくり 

 

 

○地域課題の解決については、I-2-②でも述べましたので、ここでは、将来世代の育成につなげるしくみづくり

について、少しコメントします。立川市では「市民科」と言う独自の学習機会が子供たちに与えられています

ので、その学習機会を大切にして、学校との連携協力を強化できるといいと思います。また、私が住む地域は、

近年、農地の宅地化が急速に進み、若い、子育て世代が急増しています。それに伴い、その新入世帯に対する

働きかけを強化し、その世代の方々のニーズに応えられるような取り組みが必要です。その最短ルートは、学

校ですが、学校教育以外のことで多忙な先生に負担をかけるわけには参りませんので、そのルートを形成する

ことが重要だと考えます。 

 

○地域の歴史を知る講座を冊子にまとめ映像と共に学校や図書館に配布する事業は、将来世代に立川の歴史と現

在を伝承する優れた企画だと思う。子育て世代向けの企画や、親子社会科教室など、参加者は多くなくても未

来につながる企画を続ける姿勢は評価出来る。 

 

○地域の課題と地域に根差した課題を融合して展開していくと良いと思う。地域文化の伝承は学校と連携して進

めていくといいのではないかと考える。 

 

○生涯学習としての「立川市民科」は、ぶれることなく地域課題解決に結びつくような講座づくりを貫いてくだ

さい。 

 

○地域活動に係る市民が、情報交換や交流のできる機会の創出とあるが、この実践（方法・組織・内容等）は実

施され、且つ成果に繋がったのか？ここが重要である。少なくとも、これだけの市民団体等が参加し、「地域

課題の解決や、将来世代の育成に関する対話・討議等」が、実施された情報は報告されてきていないと受け止

める（単独の会議等では実施）。「生涯学習社会の実現」を広く市民に周知し、協力体制・協力人員の底辺を広

げていくことが、生涯学習社会を支える人材の育成の仕組みづくりに繋がっていくのではないか。 

○学生目線での講座の企画・運営していく件は、これは一部の学習館での取組である。確かに若い世代の目線（視

点、切り口、方法等）は、豊かな発想で活性化に繋がる大切な視座である。そうであれば、立川市全域に大学

生を派遣できる仕組みを構築する方向で考えていくことが、必要・努力目標であると考える。 

○「立川市民科」の各校の実践について、取り組みの趣旨や内容等が、広く市民に十分に周知されている状況と

は判断できない。如何に協働や協力を図っていくかが課題であるとされているが、どの様な広報・周知の手段

で、これまで進めてきたのか？ 

○新たな講座（世代、多岐にわたる等）起ち上げの際の、事業費予算の支援も重要な課題である。 

 

○地域課題それぞれの学習館１つの町の構成のところと３カ所の集合体の所もあるので情報共有と充分な話し

合いは不可欠。参加出来るような場企画から参加可能な場（児童館等で子供実行委員会あり）の活用。 

 

○「立川市民科」の取り組みは、地域の成り立ちや歴史を知ることのできる講座を数々行っています。色々な世

代に響くような講座作りをしていくことで歴史も一緒に学ぶことのできる有意義なものになるのではないか

と思います。教育として大事な部分を残しつつ、大人も子供も楽しめる体感、体験できるもの、企業と協働で

企画するのもよいかと思います。 
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○講座を実施する場合、常に若年層の参加も意識していく。 

 

○立川市民科の取り組みは評価できると思います。課題は前年と変化なしの印象です。学習館利用者の中で、地

域の人同士を結び次世代の育成に関わる人たちを SDGs コーディネーターといった名称で、ちゃんと位置付け

てみるというのはどうでしょう。地域で伝えるべき文化を見出し、伝える仕組みづくりを考え、実際にコーデ

ィネートする小さな取り組みを各館ごとに実験的にやってみる、というのはどうでしょうか。 

 

○Ｂ。立川市民科への取り組みが幅を持ち始めており、今後の展開が期待できる点は評価できます。一方、将来

世代の育成という観点では子育て・勤労世代の生涯学習事業への参加を推進することも大切ですが、ＰＴＡ関

係者の生涯学習推進審議会や学習館運営協議会への参加が乏しいことは、学社一体の観点からも課題と考えら

れます。 

 

○市民の地域課題をよく多く知る事ができる学習館。 
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Ⅲ-2-① コーディネーターとしての職員の養成、研修体制の強化 

 

 

○一昨年から担当の職員の方が受講している講座など有効な研修・講習を継続してください。また、できれば地

域学習館運営協議会の委員にもその成果をお伝えいただければより多くの成果が上がるのではないでしょう

か？ 

 

○コーディネーター養成講座への参加者が少ないのは、何故なのか明らかにしてほしい。職員の養成や研修体制

の強化に C 評価が続き一向に改善されないことに怒りを感じさえする。社会教育主事有資格者に社会教育士資

格取得の研修を保障するなど、職員の能力を生かす道を開くとともに、本気で職員の養成を図ってもらいたい。 

 

○職員は異動があるので資格取得は大事なことと思いますが、それにこだわらずに専門性を高めていき、能力を

発揮していければいいと考える。そのための研修計画を適切に設定して必要がある。 

 

○市民推進委員会委員（サポーターも含む）、生涯学習市民リーダー、地域学習館運営協議会委員などの活動を

充実させるため、生涯学習支援に関わる職員を対象にした研修の実施を検討して欲しいです。 

 

○コーディネート役を担う職員や地域での学校支援コーディネーターの役割が重要であることは、Ⅱ―１－②、

Ⅲ―１－①でも述べられている。しかし、現実には東京学芸大学での研修受講者 2 名、且つ受講後の課内研修

で還元する研修取り組みは実施できなかったという状況。市職員としてプランナー、コーディネーターとして

の能力が要求される現在、各学習館等への配置に繋げ、市民の学びの窓口対応や地域課題解決に向けた、企画・

協働・実践する力として、率先して取り組む姿勢が求められている。研修体制の見直しが喫緊の課題である。 

○多くの職員の大学での研修を推進する（受講後の課内研修の実施、学校支援コーディネーターの実践的研修に

繋げる）、社会教育主事の有資格者の採用、異動のルールの再考（各学習館に配置、地域との関係つくりに寄与）

等の取り組みを進めていくことが生涯学習推進社会を掲げ、推進していく姿勢である。 

 

○職員が講師役になるときに是非職員と共に関心のある地運協委員にも声かけをしていくのはどうでしょうか、

地域学習館が地域の拠点の役割をもつているとしたら両者の協働が必要に思います。 

 

○コーディネーターを育成し、地域と人をつなぎ、育てていく取り組みはとても価値あることだと思われます。

大学の講座を受講するなど個々の努力も必要ですが、限られた人材を有効に活用し、多くの講座に取り組んで

もらえるよう負担を減らしながらも、コーディネーターを守る仕組みづくりも進めていくべきだと思います。 

 

○新しい「社会教育主事」が発足したが市の関係職員が受講し資格を取得できる配慮をしていく。 

 

○成果ですが、学芸大での研修は、大きな成果があると感じています。課題として研修の成果を生かすというの

は、時間がかかるとみて良いと思います。課内研修には多様な人材を講師に迎えることで、多様な地力量が形

成され、また、体験も重要だと思います。職員はできるだけ研修に参加することが重要と思います。 

 

○Ｂ。「コミュニティ学習支援コーディネータ養成講座」の受講者が増えてきている点は評価できます。受講者

が水平展開するための課内研修などには課題がありますが、受講者自身のスキルが如何に発揮されているかを

評価する仕組みも必要です。今後は社会教育士の新養成制度を活用し、更なる能力向上を期待します。 
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Ⅲ-3-① 公平で柔軟な施設利用の推進や学習施設の連携促進 

 

 

○施設予約システムは、大変便利です。しかし、社会教育団体の抽選予約が利用の 4 ヶ月前という現在のシステ

ムは、忙しい現代社会に生きる利用者の側からすると少し時代にマッチしない感じがします。改善できるので

あれば、改善していただきたいです。 

○学習施設の連携促進については、先ほども述べた通り、各施設の関係者との意見交換や情報共有の機会を設け

るべきではないでしょうか？ 

 

○学習等供用施設は貸し施設ではあるが、各種サークルや各種社会教育団体の活動場所としても利用されている。

予約システムに組み込むことで、地域学習館の混雑解消の一助となるのではないか。 

 

○施設予約システムは、パソコンや携帯・スマートフォン等を活用できることは利便性を高めている。公平性と

いう点から情報の周知方法の充実を図る必要がある。 

 

○障害者も利用しやすい環境となるよう、「出来得る可能な範囲」の配慮をお願いします。 

 

○重点施策 3 にもある様に、「地域学習館と学習等供用施設等との連携を図り、市民の主体的な学びの場を充実

する」、と言われているが、実際には、どうしても地域学習館を拠点として活動を進めると言った考えが中心と

なる。児童館とは、地運協のメンバーであった事が有用な要件であった。また、地域課題の視点で、「子ども・

子育て世代」という地域活性化講座を通して、児童館を利用した企画・運営する活動に繋げる事ができた。学

習等供用施設と連携・コラボによる企画・運営は未だ開拓の出来ていない分野である。今後、学習等供用施設

館長や利用者団体との連携・交流を通して、合同企画等の立ち上げなど、更に広域での活動の場を提供できる

ように努めていきたい。 

○今後、活動の場や機会を増やしていくには、地域学習館や学習等供用施設のそれぞれの施設の特徴を生かし、

市民の学習環境に適した情報や場の提供を進める、職員によるコーディネーター力に負う部分が多くなると実

感した。 

 

○今後建物の統廃合が進んでいくと思われる中で学共施設等の連携は必要になっていくと思われる。 

 

○コロナウィルスの影響で中止や延期になる講座がこれからもあるかと思います。施設の空き状況がリアルタイ

ムで分かるようになれば、リモートワークやシェアオフィスとして活用可能かと思われます。利用案内も配架

はもちろん定期的に SNS に上げるなど周知してもらう必要もあるかと思います。 

 

○立川の施設は利用の公平性が保たれているとおもう。改善点としては施設予約抽選応募の方法がまだ解りにく

い。 

 

○前年から大きく変化したのは、総合行政ネットワークに移行したということでしょうか。しかし、コロナウイ

ルス関連で自宅から職場のネットワークには入れないと思われるので、リモートワークはできませんね。総合

ネットワークとは別の一台を用意しておくことで、休館状態の施設の情報をリアルタイムで出せることも検討

する必要があるのではないでしょうか。情報が出ないというのは、市民からは何もしていないという印象にな

ります。 
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○Ｂ。システムの安定化に向けた取り組みは評価できます。また、学生の学習館利用促進なども中学生の主張作

文に見られるように初めての利用者拡大の成果につながっています。一方、公平性という点についてはシステ

ム利用に対する障壁から未だ課題が残っていると考えられますが、新たな利用者も理解しやすいシステムにな

っており、若年層の利用に一役買っている一面もあります。 

 


