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令和 3 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 3 年 11 月 24 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 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）第 52 回関東甲信越静社会教育研究大会東京大会について 

4．協議事項 

（1）令和 3 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 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．第 52 回関東甲信越静社会教育研究大会東京大会の配信について 

2．令和 3 年度第 3 回立川市生涯学習推進審議会 会議録（案） 

3. 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）第 52 回関東甲信越静社会教育研究大会東京大会について 

（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 1 をご覧ください。関東甲信越静社会教育研究大会について毎

年ご報告を行っているものではないのですが、今年は東京で行われて会長がトー

クセッションのコーディネーターとしてご登壇されるということで事務局も出席
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してきました。内容につきましては、当日のライブ配信は実施しなかったのです

が、大会冊子データと YouTube で記録動画の配信を行うということなので、その

ご案内の用紙を配布しております。大会冊子の方は 11 月 11 日から公開していま

すが、記録動画の方は 12 月 1 日からとなっていまして、どちらも 1 月 31 日がダ

ウンロードもしくは配信の期限となりますので、ご興味のある方はご覧いただけ

ればと思います。また、当日は副会長も出席されたのでそのご感想と、会長から

も一言いただいてもよろしいでしょうか。 

（副会長）会長が大御所 3 人を相手に上手に仕切ってとても感心しました。講演で共感し

たのが「たくさん小さな社会をつくる」ということに僕らが力を尽くすべきだと

いうこと。そして、どこかに所属している状態にすれば孤立しないで済む社会を

作っていくということを社会教育委員は心掛けるべきではないかということと、

もう一つは地域課題だからこういうことに取り組まなければいけないという発想

でやると、やらされ感が出てしまいます。やっていて結果として地域課題に役に

立つという発想にしないと行き詰まるということの話を聞いて、確かにそうだな

と思いました。 

（会 長）ありがとうございます。基調講演が東大の牧野先生で 1 時間ちょっとあって、

資料も話題も中身もたくさんだったのですが、今の社会をめぐる課題ということ

と生涯学習・社会教育に求められることのお話でした。その後トークセッション

で昭島市の社会教育委員の二ノ宮先生と、町田市の社会教育委員の吉田先生と、

調布市の社会教育委員の篠﨑先生と、立川市を代表して私と、牧野先生も参加さ

れて、私がコーディネーター役ということで台本のないトークセッションを大会

の方で企画されていたので、取り回しをしてきました。前半の基調講演を踏まえ

て、次世代につないでいくために社会教育は何ができるかという話でトピックが

出てきたので、子どもをめぐる話題が比較的多かったのですが、子どもや若者の

学びを支える体験的な活動や交流を支えるということと、周りの大人たちがどの

ようにやれるのかという話と、副会長からあったように課題解決のための学びと

いうことと一人ひとりの楽しみとか生きがいとかの学びをどのようにつなげてい

くのか、そういう話がメインだったのですが、詳細はこの動画を見ていただける

とライブ感を含めて伝わるかと思います。私が印象的だったのが昭島市だと昭島

会議、調布市だとネットワーク会議のようなものを実施していて、生涯学習や社

会教育に携わっている行政や市民はそれぞれ豊かな活動をしているので、その豊

かな活動している人同士が対話したり、緩やかにつながったりするか、それをど

のように作っていくかに行政だったり社会教育委員だったりの役割があるのでは

ないかというお話が後半出てきたのが印象的で、それぞれの活動を豊かにすると

いうことも大切だけれども、実際にはいろいろな団体や部署が取り組まれている

ことで、それをより豊かにしたり、より継続的につないだり、交流の会を作って

いくことが大事だと感じました。動画は 2 カ月間くらい見られるようなのでよか

ったらご覧ください。 

 

4．協議事項 
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（1）令和 3 年度第 3 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 です。事前に確認をお願いしております。今回は修正意見は

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よろしくお願いします。

会議後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 3 になります。委員の皆様にはご負担をおかけしてしまい申し

訳ございませんでした。改めて資料作成にご協力いただきましてありがとうござ

います。皆様からいただいた総評欄の原案まで作っていただきましたけれども、

正副会長と事務局と 11 月 12 日に 3,4 時間かけて調整を行いました。その資料が

配布しているものとなります。本日皆様に事前にご確認をお願いしていますけれ

ども、すべての項目の総評欄に、追加や削除や修正等についてのご意見をいただ

ければと思います。今後のスケジュールですけれども本日いろいろご意見をいた

だきますので、それを次回の 12 月 24 日までに再度修正をさせていただいて、そ

こで最終確認して、1 月 21 日の会議で完成版をご提示するようなスケジュール感

で行ってきたいと思います。 

（会 長）ありがとうございました。皆様には前回から今回にかけて何往復していただい

たわけですけれども、各担当の表についてそれぞれコメントをいただいて、それ

を担当の表ごとにまとめていただく作業を行いました。それに対して全体的な調

整をさせていただいたものが今日の資料ということになります。ひとつずつ確認

をしていきたいと思いますが、追加、修正、語句の使い方も含めて積極的にご意

見いただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは、「Ⅰ-1-①」

です。これをまとめていただいたのはＡ委員ですね。みなさん関わる部分が含ま

れていると思いますので、内容や表現についていかがでしょうか。（なし）例えば

ですが、②のところは表現を少し変えてもいいのかと思いますが、「積極的に取り

組んでいる地運協とそうではない地運協とがある」とありますが、どこのことを

言われているのかなと感じるかと思います。 

（副会長）この表現ですが、地運協はそれぞれの地域に対応していろいろなことをしてい

ると考えると、取り組み方が違っているという表現でいいのではないかと思いま

す。みんなが同じように取り組まなければいけないというわけではないので、そ

のように表現を変えてもらうのがいいかなと思います。 

（会長）どのように変えましょうか。課題として 6 点上がっているので、どういう課題と

して捉えるかですね。 

（副会長）「取り組み方に違いがある。そして情報交換が必要だ」のようなまとめ方はどう

でしょうか。この間、地運協の代表者会議が初めてあったのですが、そこで情報

交換をやっていって、参考になればお互いに意味があるかなと思います。 

（会 長）例えば「地域活性化講座について、地域課題解決の取り組み方に違いがあるた
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め、地運協同士の情報交換を進める必要があること」 

（Ａ委員）それでいいと思います。 

（会 長）市民交流大学のことも出てきた気がしますが、どうですか。「特定の市民推進委

員に負担がかからぬよう業務を振り分ける等工夫」というところです。この書き

方で丈夫ですか。 

（Ａ委員）Ｂ委員ですか。 

（Ｂ委員）特定の市民推進委員に負担をかけているということは私自身は自覚していなく

て、ただ、講座は個人提案なので、大きな負担があります。講座提案をされる方

は増えつつありますけれども偏りがあるかなと思います。 

（会 長）ここでの課題意識としては、講座提案をする市民推進委員を増やすような感じ

ですか。 

（副会長）これ僕が書いたやつですね。 

（会 長）そうなのですね。どのような言い方がいいですかね。市民推進委員そのものの

人数を増やすことも課題ですか。行政の自己評価に「市民推進委員会は発足して

13 年が経過し（～中略～）つながるよう支援していきます。」というのはセンター

が言っていることですね。それを踏まえて、この文言が出てきたと思うのですが、

あくまで行政の課題認識なので審議会として違っていてもかまいません。  

（Ｂ委員）市民推進委員が負担と思うか思わないかという点は、マイナスとして考えると

負担ですが、やってよかったと感じられれば変わってくることだと思います。 

（会 長）行政は特定の担当者に負担がかかっていると感じているようですが、市民推進

委員は自ら参加して企画・運営してくださっているので、市民推進委員がより主

体的・積極的に講座を提案しやすいような環境づくりというのがいいかと思いま

すが、いかがでしょうか。 

（Ａ委員）「効率的な役割分担」はどうでしょうか。 

（副会長）ここは 1 グループの範囲なので記載が必須ではなかったのですが、柴崎学習館

の地運協で声を寄せたら、この声が上がってきました。その中に市民推進委員が

いてその方がこのように感じているということだと思います。 

（Ａ委員）負のイメージが消せるかと思います。 

（会 長）「負担がかからぬよう業務を振り分ける等」のところを「市民推進委員の活動に

ついて、効率的な役割分担が必要であること」ですかね。ここまで②と⑤のとこ

ろを修正しました。他のところはどうでしょうか。 

（Ｃ委員）私が書いた意見を汲み取っていただいてありがとうございます。「市民ニーズの

取り汲み」となっているところは「汲み取り」と書いたのです。それと、今のお

話を伺っていて、行政が成果の部分に「市民ニーズに即した学習機会を提供しま

した」と書いているのに、それを否定するような表現になっているので、もう少

し柔らかい表現で「市民ニーズの汲み取り方法の改善」とかの書き方の方がいい

かもしれません。 

（会 長）「汲み取り方法の検討」がいいかもしれませんね。改善だと今は何をやっていて

という話になってしまうので、目的ところに「市民ニーズを掘り起こしたり喚起

したりするような事業を展開します」とあるので、「市民ニーズの汲み取り方」と
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か「市民ニーズの汲み取り方法について」にして「検討」。少し弱いでしょうか。 

（副会長）講座をやるときは必ずアンケートを実施して、どんなことを希望しますかと聞

いています。そういう意味ではある程度手は尽くしているので、参加していない

人に届かないので「改善」が必要かと思います。 

（会 長）「市民ニーズの汲み取り方法について更なる改善が求められること等が指摘でき

ます」ですね。他にはありますか。（なし）続いて、「Ⅰ-１-②」です。こちらの

担当はどなたでしょうか。 

（事務局・管理係員）Ｂ委員です。 

（会 長）原案と大きく変わっているところがあると思うのですが、みなさんの方で加筆、

修正等あるでしょうか。主にプロジェクトのところと、学習機会にアクセスしづ

らい障害者や外国人のことについて言及がされている部分となります。  

（Ｂ委員）市民交流大学全体としては、障害者の参加も経て実施されているということが

言えると思うのですが、市民推進委員会の講座に限って言うと障害当事者の参加

はゼロに等しい状況です。ここに書くことではないかもしれませんが、今後、生

涯学習推進審議会に障害当事者の方が意見を述べる場を設けて、それを受けてど

のように改善を図るかなど話し合えるといいかと思います。 

（会 長）ありがとうございます。今後の生涯審の議事やテーマとなるお話としていただ

きました。評価表のコメントについて、いかがでしょうか。 

（Ｂ委員）「講座実施後にその内容を情報提供する」となっていますが、後で視聴できるな

ら参加しなくてもいいやという方が出てくるかと思います。参加して講師の顔を

見ながらという形が基本で、講座のポイント等をまとめて市民に知らせて次回の

参加を促すのはいいと思うのですが、参加しなくてもいつでも見られるというの

は、何かしらの工夫が必要になるかと思います。 

（会 長）ここは学習機会の提供の話なので、情報のところでも少し出てくる部分ではあ

りますが、皆さんの意見をまとめる過程で学習機会の提供というのはただただ機

会をばらまくということでなく、つながる部分があるのではないかということで

このようなコメントになっているのだと思います。情報提供の仕方についてはこ

のぐらいの言及に留めておいて情報提供のページのところ議論できればと思いま

す。 

（Ｄ委員）私が書いたところもあるようなので、学べる機会の提供と言ったときにそこに

参加することが学びなのかなと思ったのですが、学習機会を享受をするというの

は参加しなくても、学びを共有できることも学びの機会の提供になるのではない

かということでこのような書き方をしました。私たちはいろいろな工夫をして講

座を企画しているので、例えば子育て世代が集まる講座だったら、ダイジェスト

版を配って読んでほしいと思いますし、参加できない人にも発信していく価値が

あるのではないかと思って、学ぶ機会の提供になるかと思います。  

（Ｅ委員）西砂学習館では、講座が終わるたびにＤ委員がダイジェスト版を作ってくださ

って来る方が見られるように掲示しているので、今後求められるという記載がし

てありますが、実施している部分もありますので、素晴らしいことだと思います。 

（会 長）生涯学習の情報というのは、どこまでが情報提供でどこまでが学習機会かとい
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うのは受け取る人がどう学ぶかというところに関わってくるので、区切ることは

できないのですが、情報提供することと学ぶことがなだらかにつながっているの

で学習機会のところで少し入れたというところです。続いて「Ⅰ-２-①」です。

これはどなたが担当されたのでしょうか。 

（事務局・管理係長）Ｆ委員です。 

（会 長）いかがでしょうか。交流の場や機会の提供の場の中に Wi-Fi 環境設備の話が入

っているので、設備の方の話なのですが、皆様からご意見があったのと交流や機

会の提供をするのに手段が必要ということで残しているということになります。

調整しているときに話題になったのが、後ろから 2 行目、「地域学校コーディネー

ター （～中略～） 検討を進めるべきです」その中の「それぞれについて兼任し

あう」というのはどういうことなのだろうと、一人の人がすべて兼任するのか、

前回の答申の時に同じ人の負担が増えてしまうので、交流や対話の時間を増やす

方がいいのではないかという議論があったと思います。ここでは兼任しあうとい

う具体的な提案となっているのでどこまで総評のところに書くかというところの

ご意見をいただけたらと思っています。 

（Ｄ委員）西砂学習館ではコーディネーターの会議を 2 回別枠で行って、やっていてわか

らないことがあって、コーディネーターと交流するためだけに会議を開くのはど

うなのかなと思って、地運協でお話したのは、コーディネーターが地運協のメン

バーに入っていたら月に 1 回交流ができて充実した情報交換でできると思ってい

ます。この間の代表者会議で錦の方は学校評議員でもあり地運協メンバーでもあ

り、コーディネーターでもあるということで会議がスムーズでいろいろなことが

フランクに発信できてみんなで共有することができました。そういう関係である

には、ある程度兼任が必要ではないかと感じます。それぞれが兼任しあう必要性

があるのかはわかりませんが、コーディネーターが地運協のメンバーに入ってい

たら会議がスムーズにいくのでないかと思います。 

（会 長）ありがとうございます。いかがですか。 

（Ａ委員）兼任してしまうと負担が集中するので、その問題をどうするかということもあ

ると思います。 

（会 長）義務というかしなくてはいけないとしてしまうと、地域のそれぞれの事情があ

るので、「可能な範囲で」とか入れて「日常的に交流できる」ということを盛り込

んでもいいかもしれませんね。 

（Ｄ委員）そういう方向で検討していくということなので、その方が情報を共有できて、

分断した会議を何回か行うよりは必要性を感じます。 

（Ｂ委員）地域学校コーディネーターと学校運営協議会は兼任していることが多いと想像

します。常時参加するとなると負担が大きくなるので臨時的に参加してもらった

り、経験者の方に参加してもらうなどしてお互いの役割が果たせるような必要が

あると思います。 

（会 長）４ついれるとわかりづらくなっていることもあるので、「地域学校コーディネー

ターや学校運営協議会委員や経験者の方が、地域学習館運営協議会や生涯学習推

進審議会の委員を兼任したり定期的に会議に出席したりするなどの実現可能な方
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策の検討を進める」 

（Ｄ委員）生涯学習推進審議会ってこの会議のことですよね。 

（会 長）この会議は不要ですか。 

（Ｄ委員）私は地運協の会議に関わっていないというのが問題ではないかと思っています。 

（会 長）そうですね、ここでは生涯審を取った方が意味は通じやすくなるかと思います。

もう一度整えると「地域学校コーディネーターや学校運営協議会委員が、地域学

習館運営協議会の委員を兼任したり定期的に会議に出席するなどの実現可能な方

策の検討を進めるべきです」 

（Ｂ委員）ここのメンバーは年間の契約になっていますが、臨時的に参加される場合、市

の規定ではどのようになっているのですか。 

（事務局・センター長）地域学校コーディネーターに予算があるのでそちらからお支払い

します。 

（Ｂ委員）わかりました。 

（Ｄ委員）コーディネーターとして、地運協の会議に出れば、それは活動したとみなされ

るので賃金はそちらで支払っていただけるということになっています。西砂学習

館では組織の中に入ってもらえないか検討しているところで、学校が 3 校あるの

で 3 人入ってもらえるかどうか、13 人が定員なので組織を編成する上では成立し

ますが、入ってくれるかどうかはわかりません。 

（会 長）前の文章で仕組みにすることで書いてあるので制度的な部分も含めて整えてい

くということですね。ありがとうございます。他はいかがですか。（なし）続いて

「Ⅰ-２-②」です。お気づきの点ありましたら、ご意見いただければと思います。

どこかで改行した方がわかりやすいですね。 

（副会長）「さらに」のところですかね。 

（会 長）そうですね。「さらに」のところで一回改行しましょう。 

（Ｂ委員）西砂学習館や高松学習館の講座が素晴らしいのはわかっているのですが、他の

学習館ではやっていないのかということになるので、特定の学習館の名前は出さ

ない方がいいのではないかと思います。 

（会 長）取組のところにこのように書いてあるので、委員さんの方でこのように書いた

ということだと思います。 

（Ｂ委員）「地域学習館のイベント、障害者理解講座」とかにしていただくのはどうでしょ

うか。 

（会 長）固有名詞を出さないのであれば、「学習館で行われた子ども向け事業や障害者理

解講座は」という形にしますか。 

（Ｄ委員）固有名詞は出さない方がいいような気がします。 

（会 長）わかりました。 

（Ｂ委員）「障害者理解講座は」ではなく「障害者理解講座等」ではだめでしょうか。それ

ぞれ素晴らしい講座があると思いますので。 

（Ｄ委員）「子どもの貧困など」という表現を「子どもを取り巻く環境」とかにできません

か。実態としてはよくわかるのですが、「取り巻く環境」なのではないかと思うの

でそこだけ「子どもの貧困」というのはどうでしょうか。 
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（会 長）上の今後の方向性からのピックアップだったかと思うのですが、少し大きくと

らえて、「地域課題のひとつである子どもを取り巻く環境などのテーマを」と入れ

替えても意味の変更は起こらないと思うのでそうしましょう。 

（Ｄ委員）ベースに貧困があったとしても子どもが感じてしまったら、そういう講座に出

てくれなくなってしまうかもしれません。ついでに食事をして、ついでに勉強を

して帰っていくという「ついで感」でハードルを下げて取り組むべきだと思いま

す。私たちは大人だから貧困ということは十分に認識しなければいけないけれど

も、それを前面に出さないで「取り巻く環境」とするだけで大人たちはわかる気

がします。 

（Ｂ委員）「子どもの課題」ではだめですか。 

（会 長）そうなると「地域課題のひとつである子どもの課題」となってしまうので、課

題が重なってしまいます。「地域課題」を取って「子どもをめぐる課題」としてし

まってもいいかもしれませんが、課題化してしまいますね。 

（Ａ委員）ここは「取り巻く環境」でもいいのではないでしょうか。 

（Ｄ委員）環境という言葉の中に課題が含まれている方がいいと思います。  

（会 長）その方が広がりも持てますね。子ども本人の課題に限定されないということも

入るのでこれでよろしいかなと思います。他にはありますか。（なし）後半の「複

数会場で講座を立ち上げ」のところも攻めた表現にはなっています。市内で共通

で持っている課題は学習館で 1 回きりの講座だけではなくて他の施設でもやった

方がいいのではないかというご意見でした。実際にこのようなことが行われ始め

ているようなので、よりピックアップしたという形になっているかと思います。

それでは次行きましょう。「Ⅰ-3-①」です。こちらもまとめているときに「また、

国連の SDGs に関連した」の部分が、どこからきた文なのかということと「団体や

個人まかせになっている側面」のところが厳しい言い方になっているということ

で、実態をわかった人が書かれているのか把握が必要ということになりました。

心当たりのある方はここの部分と、ここ以外でも結構ですので、ご意見いただけ

ればと思います。 

（Ｂ委員）「また」の部分がというのはどういうことでしょうか 

（会 長）こういうことが書かれる状況についてよくわかっていないので、何のことを指

してこのことをおっしゃっているのかを教えていただければと思います。  

（Ｂ委員）SDGs は世界共通の課題ということで、立川市ではどのように取り組むのか、生

涯学習推進審議会はどのように取り扱うのかという考え方をしないといけないと

いうことです。それを全体ではせず、市民推進委員会では個人任せになっている

ので、この課題についてどう取り組んでいくのかと、そのためにはどのような講

座を実施していくのかを議論していく必要があるのではないかと思います。  

（会 長）ここは「市民とともにつくる学びの場づくり」なので、少し直すとしたら「世

界的課題である SDGｓに関連した学びの場について、市民とともに創出していくこ

とも必要ではないでしょうか」みたいなもう少し積極的にやるべきだし、行政、

市民、団体で SDGｓの学びの場のようなものをつくり出していくべきではないかと

いう表現に直すというのはどうでしょうか。 



9 

 

（Ｂ委員）客観的に見て立川市のすべてが SDGs に関係していることだとは思いますが、あ

えてこういう位置づけで取り組んでいるのだということを言わないと今までとあ

まり変わらないと思います。市民推進委員会の講座でもこの講座は SDGｓに関連し

た講座ということを銘打っていこうという話も出ています。 

（会 長）立川市も取り組んでいるはずですよね。 

（事務局・センター長）生涯学習も 17 の開発目標のうち 2 つくらいはしっかり該当すると

ころがあります。Ｂ委員がおっしゃりたいのは 17 の開発目標の必然的に取り組ん

でいるものではなくて、それ以外に 17 の目標があるからどういう講座をやったら

いいかという意味の取組みということでしょうか。 

（Ｂ委員）この講座はこういうことを意識して取り組んでいますということをアピールし

ていくことが大切ではないかと思います。難しいのはそれ以外の講座は SDGs に関

係ないのかというと、そんなことはないので、そこが難しいところではあります。 

（会 長）それではこのような形はいかがでしょうか。「世界的な課題であり立川市も取り

組んでいる SDGｓについて、市民や団体とともに、より積極的に学びの場を創出し

発信していく必要があると考えます。」 

（副会長）ここで SDGｓという風に言ってしまうと広範にわたるような気がします。子ど

もたちに活動が伝承されていくとなれば、これは持続可能な学習だと思います。

それを私たちが担うということになるのだと思います。あまりにも SDGｓだと一般

化された言葉すぎる気がするのですが、持続可能社会についてエネルギーをどう

するかとか食糧問題をどうするかとか、すべてを含めた話ということですよね。

だとすると、少し話が広すぎるなと思ってしまいます。 

（Ｂ委員）先ほども言いましたが、すべてが SDGs になるわけです。なので、触れなくても

いいじゃないかということにしてしまうと、全部が言わなくなってしまうわけで

す。世界共通のことに関して意図的に取り組んでいこうという意思表示をしてく

べきだろうと考えました。 

（Ｅ委員）質問です。SDGｓは大事なことで外せない内容かと思うのですが、第 6 次生涯学

習推進計画の進捗評価を行っていることを考えたときに計画の中に書かれている

のでしょうか。 

（事務局・管理係長）国がやっているという表記はあります。 

（会 長）もともと立川市の生涯学習推進計画の内容は学習内容や学習課題について、こ

れということは言い方はしていなくて、立川市は多様な学習機会があって、その

時必要な学習課題を市民が提案するし、行政が必要な行政課題を学習事業化する

ということで、障害者や外国人などの学習主体のことは言っていても、これを学

びなさいということ出てこないので、SDGｓも含めて学習テーマには言及していな

いという特徴があると思います。これは単年度ごとの評価なので、これが必要だ

からそういう課題を意識した学びの場づくりをしてくださいと提案することは反

れているわけではないと思います。 

（Ｅ委員）とても大事なことだと思うのですが、副会長もおっしゃったようにとても広範

な概念を提案として絞り込んで、どのように総評の中に書けるのかというところ

が、あまりにも大きな課題になってしまうような気がしました。 
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（副会長）載せてみてもいいのではないでしょうか。 

（会 長）順番を変えてみてもいいかもしれません。「学習者から実践者へ」と「より広く

市民ニーズに合った講座を」の部分を前に持ってきて、最後に特定の話である SDG

ｓのことを持ってくる形にした方が全体としても伝わりやすいのかと思います。

残すけど順番を変えるということでどうでしょうか。「多様な市民講座が開催さ

れ」の後は 6 行目の「学習者から実践者へ」から最後までいって、その後に先ほ

どまとめた文章を入れていただく感じでいかがでしょうか。次「Ⅰ-３-②」です。

連携した学習機会の創出の話なのですが、職員能力の育成についてもつながる話

なので盛り込まれているということです。なにかご意見ありますか。 

（Ｂ委員）立川の研究機関でほとんど活用されていないのが統計数理研究所です。私のレ

ベルではついていけないものなのですが。 

（Ｅ委員）何回か講座があって受けたことがあります。 

（会 長）単発では何回かあってのですかね。ここに名前が挙がってくるほどの強力な連

携ではないのかもしれません。 

（Ｅ委員）楽しい内容でカードを使った確率なんかを子どももわかるような形で実施され

ていました。 

（Ｂ委員）前に連携しているのであればよかったです。 

（会長）それでは、次に行きたいと思います。「Ⅱ-１-①」です。ここから広報に関するこ

とです。元のからだいぶ修正してまとめたような気がするパートなのですが、皆

様が書かれた意図になっているかなどご意見いただければと思います。比較的発

信の方は様々な媒体で行っていることが評価されますが、情報は発信だけではな

く受け取る側とのやり取りも積極的に行った方がいいのではないかというまとめ

方になっています。 

（Ａ委員）ＳＮＳは具体的には何ですか。Twitter ですか。 

（事務局・センター長）Twitter です。 

（Ａ委員）Facebook はありますか。 

（事務局・センター長）Facebook はないです。 

（Ａ委員）講座情報についてということですよね。 

（会 長）市の Twitter ですよね。 

（Ａ委員）フォローしている人は多いのですか。 

（事務局・センター長）市の Twitter になるので多いです。 

（会 長）でも市の講座情報だけではなく、市全体の SNS なのでそれ以外の情報も発信さ

れるということですね。 

（Ａ委員）生涯学習に関してどのくらいの割合で発信されているのですか。  

（事務局・センター長）Twitter で発信しているのは人が集まらない講座が比較的多くて、

集まるものはすぐ埋まってしまうので、定員に達していないものに関して Twitter

で募集をかけているという状況です。 

（会 長）学芸大も連携事業で例年お世話になっています。 

（Ａ委員）Twitter で発信するとそれなりに集まってくるのですか。 

（事務局・センター長）Twitter の影響かわかりませんが、発信後人は増えます。 
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（会 長）それなりの効果があるのですね。 

（会 長）他にはよろしいですか。 

（Ｄ委員）最後の「受け取り側の立場」というのは情報を受け取るという意味でしょうけ

ど、私は聴覚や視覚や車いすに乗っているなどの障害のある方に対して、情報発

信の時にそういう人たちを対象に考えたことがあまりなかったのですが、この意

見を書く場になったときに受け手には多様な人たちがいるということを意識しな

ければいけないのかなということを思ったものですから、受け取り側と書くだけ

ではどういう意味でとっていいかわかりづらいと思いました。受け取り側の多様

性という捉え方でいいのかというところがわかりづらい気がします。 

（会 長）それでよろしいかと思います。上の部分で、「若年層、高齢者、障害者といった」

と書いてありますので、多様性は指摘している部分になるかと思います。どこか

に「多様な」とか盛り込みましょうか。 

（副会長）例を挙げた方がいいのではないでしょうか。 

（会 長）このまま上の例示を入れましょうか。それだと少し能がないですか。 

（副会長）若年層や高齢者というのは当たり前ですよね。「障害者や日本語を第一言語とし

ない」とかですかね。 

（会 長）「障害者や日本語を第一言語にしない人など多様な受け取り側の立場に立った」

にしましょうか。これでよりわかりやすくなりましたね。それでは次のページで

す。「Ⅱ-１-②」です。学習機会の話も入っていますが、裾野を広げる情報発信と

いうことに関するコメントになりますがいかがでしょうか。 

（Ｂ委員）基本的にこれでいいと思うのですが、市民推進委員会で経験したのが市民の中

にグループがあって、この講座を広げてくださいと送ってもらって広げてもらう

ということを経験したので、これはいいことだなと思いました、当然、許可をも

らったりしなければいけないことだとは思いますが、市民のネットワークはつか

んでおくというのも大切かと思います。 

（会 長）口コミの現代版みたいなもので、緩やかなつながりで情報共有しやすくなるの

ですが、任意のグループになるのでどうつながるかというのは検討が必要になる

かと思います。 

（副会長）それは市民推進委員会が把握するべきことではなくて興味のある人たちが自主

的にやればいいことなので、そこまでこちらで手を加えることではないのかと私

は思います。ここに書くべき性格のものではないと思います。 

（会 長）情報把握が管理というか監督のようになってしまうかもしれませんね。  

（Ｂ委員）表現としては「市民のつながりを活かした情報発信」とかはどうですか。  

（会 長）では、前段のところで並列しているところがあるので、「さらに SNS を利用した

地域限定の」の後くらいに入れましょうか。「市民のつながりを活かした情報発信、

地域学習館便りの発行」という形にしましょうか。そのほかよろしいでしょうか。

前半部分が終わるで、10 ページまで終わらせましょうか。「Ⅱ-１-③」です。提案

型のコメントになっていますが、生涯学習情報コーナーを増やした方がいいとい

う話とその方法と対応力を向上させた方がいいという両方の話が入っています。

いかがでしょうか。 
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（Ｄ委員）具体的には、図書館、市役所、出張所の相談窓口というのは人員配置するのか

など、そこが見えない気がします。 

（会 長）たしかにそのとおりなのですが、そこまで検討するのは私たちの役割ではない

かと思います。そこまで検討してくださいと言われれば検討するレベルの内容か

と思います。現実的にはそう簡単じゃないお話なのでそのとおりなのですが、ア

イムの 1 階にあるだけなので、もっと身近な場所にあれば、市民も相談しやすい

だろうという提案になるかと思います。 

（Ｄ委員）例えばアイムに本部にあって各学習館にオンラインでつながって相談事がいく

ようになれば利用価値が増えるのでいいのかなと思いました。 

（会 長）今度インターネット環境が整うということなので、今後そのような展開もでき

るだろうという期待も高まります。これで前半の検討が終わりまして、後半の「Ⅲ

-１-①」から始まります。協働や立川市民科や施設の関係が残っていますので、

次回 12 月までにお目通しいただいて、前半戦修正した部分の確認をしつつ残りの

部分を協議したいと思います。 

（Ａ委員）次は何日でしたか。 

（事務局・管理係長）24 日です。 

（Ｃ委員）申し訳ありませんが、次回欠席でお願いします。新しい項目が入っているとこ

ろで自分も担当していたところがあるので、非常に楽しみだったのですがよろし

くお願いします。 

（会 長）お休みされることが分かっているのであれば、ここだけはというところがあれ

ば、教えていただければと思います。 

（Ｃ委員）先ほど会長もおっしゃっていたのですが、最初に提出した文章と大きく変わっ

ているので、そのあたりは確認したい部分ではあります。 

（会 長）記載の意図が分からず修正してしまった箇所もあるかもしれないので、よろし

ければ 1 週間前とかまでに事務局にご意見いただければと思います。そのほかご

ざいますか。（なし） 

 

4.その他 

（会 長）何かございますか。 

（Ｇ委員）ＰＲになりますが、12 月 5 日に防災の関係で避難所は学校だけじゃないよとい

うことと、例年実施していますかわせみカフェについてです。飲食は一切ありま

せんが、準備は午前中からやっていて時間が 13 時から 15 時までです。今回は防

災に関してマイタイムラインという 2 日前から当日、1 週間後というところまで作

りますので、ぜひ参加していただければと思います。学芸大の学生さんと一緒に

やっていて、若い力をいただけるのでないかと思いますので是非ご参加ください。 

（会 長）ありがとうございます。時間を絞って密度を濃くしてやるので条件的には厳し

い中で実施されると思うのですが、企画としては委員の皆様にもご協力いただい

ている内容かと思います。防災ボランティアネットの上條さんは錦の企画にもご

協力いただきました。とてもよかったです。皆様視察がてら 2 つの事業をご紹介

いただいたので幸学習館にご参加ください。他にございますか。 
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（Ｃ委員）自治会連合会からですけれども今年ホームページをリニューアルしまして、今

年度中に終わる予定です。緊急事態宣言が出て健康フェア、防災訓練、防犯講習

会、すでに中止を決めてしまったものもあるのですけれども、おおよそ半分くら

いのものはやるということになっていまして、参加者限定とか予約制とか規模を

小さくして実施するということで自治連も動き始めましたというご報告です。  

（会 長）大規模のお祭りとかフェスティバルのようなものは中止になったと聞いていま

すが、地域の取組みはできるようになってきたかと思います。 

（Ｃ委員）立川市市民協働課の方から子ども参加事業の追加助成金の募集がありまして、

そういったものを活用した事業が各地で行われるようになりました。 

（会 長）情報提供ありがとうございました。センター長、学習館へのネットのお話はい

ただいていましたか。 

（事務局・センター長）9 月の補正予算で Wi-Fi 環境の予算が通りました。今の予定では

年度内に設置する予定となっています。 

（会 長）すべての学習館ですか。 

（事務局・センター長）はい、その予定です。 

（会 長）ありがとうございます。年度内に設置されるということですけれども今後はど

のように活用していくかが重要となってきますので、今後の議題になってくるか

もしれません。 

（Ｂ委員）市民推進委員会では、アドレスを持つようになると個人情報の問題と受講料の

問題があって、無料の講座なら問題はないのだけれども、少なくともアドレスを

市民推進委員会は持つことができません。そのあたりの問題がクリアされないと

設置されてもというところがありますので検討が必要になってくるかと思います。 

（会 長）ネット環境があるから即オンライン講座を実施できるというわけではないので、

いろいろな活用の仕方がある中でも考えていかないといけないなと思います。他

にございますか。（なし）それでは第 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。 


