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令和 2 年度第 5 回立川市生涯学習推進審議会 会議録 

 

開催日時 令和 2 年 12 月 15 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 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     

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．協議事項 

（1）令和 2 年度第 4 回立川市生涯学習推進審議会 会議録について 

（2）「地域学校協働本部事業」について 

（3）「たちかわ市民交流大学」について 

（2）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につい

て 

4．その他 

（1）企画運営委員会について 

 

配付資料 1．令和 2 年度第 4 回立川市生涯学習推進市議会 会議録（案） 

2．地域学校協働本部と地域の連携・協働体制 

3. きらり・たちかわ たちかわ市民交流大学 活動の記録（抜粋） 

4. 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） 

 

会議内容 

 

1．開会 

 

2．会長挨拶 

 

3．協議事項 

（1）令和 2 年度第 4 回立川市生涯学習推進審議会 会議録（案）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 1 になります。事前に確認をお願いしていますが、修正意見等

は 1 件です。内容ではなく言い回しを変更するものなので議事の内容に影響を与

えるものではございません。それ以外に修正はございません。会議終了後までに

ご意見等なければ、ご承認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。 

（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）「地域学校協働本部事業」について 

（会 長）評価に取り組んでいるところで、学校と地域の連携、地域学習館との連携や協

働、地域学校コーディネーターについて皆様からご意見やご質問をいただいてお

りましたので、改めてお話伺おうと思っています。事務局よりお願いします。  

（事務局・生涯学習係長）初めまして、生涯学習係長の海野と申します。着座にて説明さ

せていただきます。資料は２となります。地域学校協働本部事業について説明を

申し上げます。この事業は今年度 4 月より教育部の指導課より移管された事業に

なります。今まで生涯学習推進センターでは、国や都が定めている学校ボランテ

ィア事業、地域学校コーディネーターの担当は行っていたのですが、大きい枠の

地域学校協働本部は今年度からということになります。資料 2 の図は文科省のホ

ームページから拝借しているものですが、国がどうしてこのような事業が必要か

をご説明します。図 1 をご覧ください。地域と学校の連携と協働の必要性、なぜ

必要かと言います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・

困難化、新学習指導要領の理念「社会に開かれた教育課程」というのがありまし

て、課題等を行うにあたり、地域学校協働本部が必要となっています。学校が教

育の中心として地域が発展していくことを目指しています。図 2 をご覧ください。

必要性があるところで地域と共にある学校づくりを目指していて、どのように学

校づくりをしていくかというと、ひとつが学校運営協議会、こちらはコミュニテ

ィ・スクールで法律上では地方教育行政法で努力義務になっています。もう一つ

が地域学校協働本部で社会教育法に規定されています。図の左側がコミュニテ

ィ・スクール、こちらが学校運営協議会です。右側が地域学校協働本部事業とい

うことになります。理想としては、この二つが両輪として進んでいくことが理想

とされています。コミュニティ・スクールというのがイメージとしては頭脳とな

って学校の運営や経営を審議したりするところになって、地域学校協働本部が手

足となって学校が「こういうことをしたい」となったときに実働部隊として動く

ことになります。資料裏面の図 3 をご覧ください。今まで国が進めてきたのと立

川市が進めてきたのは同じような経過で進めてきているのですが、右側が今後の

国の方針で、今まで学校ボランティアも含めて地域で支援していこうという形で

進めていたところ、これからは連携と協働で一緒になって地域の教育を支えてい

こうということになります。今までも学校支援ボランティア、未来塾、放課後子

ども教室、これら地域で支援していたものを統合して地域学校コーディネーター、

地域の人、ボランティア、学習館が緩やかなネットワークを形成して支援をして

いく役割として今後求められているのが地域学校協働本部ということになります。



3 

 

今のところ理想的なイメージと捉えていただければと思います。立川市の現状と

して、コミュニティ・スクールは平成 31 年度で全校実施しています。地域学校協

働本部は平成 30 年度から全校実施しています。地域学校コーディネーターは平成

30 年度全校配置、学校支援ボランティアは平成 31 年 64 名の登録をいただいてお

ります。委員さんの中にもこちらにご登録いただいている方もいらっしゃって日

頃よりありがとうございます。地域学校協働本部活動の内容としては、平成 30 年

度の抜粋なのですが、地域との連携ということで学校行事等の情報についての通

知送付や学校図書館協力員の活用、図書館の整備や貸出業務のお手伝いをしてい

ただいています。緑化推進、職場体験事業の受け入れ先の開拓、農業体験、漢字

検定、ヤゴ救出作戦等をコーディネーターがすべてに関わっているわけではない

のですが、この中でもコーディネーターが関わりながら地域学校協働本部事業と

して地域の力を借りて学校で行っている事業です。今後理想形に近づくうえで、

学校と地域をつなぐ役割として地域学校コーディネーターにやっていただきたい

というのがあります。図 4 をご覧ください。各学習館と各中学校区を結び付けて

いこうということになっています。昨年度は西砂学習館で地域学校コーディネー

ターを地運協に呼んで顔合わせを行っています。西砂学習館では今年度はどのよ

うな支援ができるかもう少し深く話し合いをしていく方向です。今年度は幸学習

館でも地域学校コーディネーターと地運協との顔合わせから始めていこうという

ことになっています。また、地域学校協働本部で連絡会を毎年 1 回行っています。

その連絡会へ各学習館の係長に出席していただき、地域学校コーディネーターが

出席する会議ですので、顔合わせと話し合いをしていただきました。幸学習館で

もコーディネーターが地運協に出席して課題等を話し合っていただいています。1

月にもコーディネーターが行っていただけるということで徐々に広がっていると

いうのが現状です。雑駁なのですが、地域学校協働本部についての説明は以上と

なります。 

（事務局・センター長）補足ですが、連絡会は通常は校長先生や副校長先生を呼んで行う

のですが、今年に限っては学習館とコーディネーターをメインにつなごうという

ことで地域学習館の係長と地域学校コーディネーターの顔合わせをしてワークシ

ョップ形式で各地域の課題を出してもらって、一つのテーマで課題に沿ってワー

クショップを行いました。 

（会 長）ありがとうございました。それでは質問等あればと思いますが、地域学校協働

本部の国の枠組みと立川市ではどうなのかというところを軽くご報告いただきま

した。 

（副会長）地域学校協働本部という名前と実際に活動している内容とちぐはぐに感じられ

るのですが、本部という名前を付けて何をしようとしているのかよくわからない

と感じてしまいます。学校の上に本部があるかのように感じられてしまうのです

が、本部というのは国がどのようなものを目指して言っているのかつかみかねま

す。 

（事務局・生涯学習係長）名前が協働本部ということで 1 個の単体で存在しているかのよ

うな感じに思えるのですが、実際は地域での緩やかな集まりを想定しています。
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地域学校コーディネーターを中心に学校と結ぼうということですが、ＰＴＡと地

域と学校がつながってもいいですし、学習館職員が地域や学校とつながってもい

いですし、漠然としたものとなっています。 

（副会長）わかりました。 

（Ａ委員）立川では地域学校協働本部にＮＰＯとか企業とかの参加はないのですか。  

（事務局・生涯学習係長）今のところはないです。始まったばかりなので、今後そのよう

な力も活用できればと思っています。 

（Ｂ委員）先ほど幸学習館の例を挙げられていましたが、幸学習館だけなのですか。  

（事務局・生涯学習係長）西砂学習館と幸学習館です。 

（Ｂ委員）隣に幸学習館の地運協の会長をされている方がいらっしゃるので、状況を教え

ていただけないかと思うのですがいかがでしょうか。 

（Ｃ委員）先日、12 月 7 日に 1 回目のコーディネーターの方が見えたのですが、八小と六

中の担当ということでした。説明していただいたのですが、理解をするというと

ころまでいかなかったので定例会の時にお時間があれば出てほしいとお願いした

ところ、1 月 18 日に来てお話していただけることになりました。1 月は幸小のコ

ーディネーターの方がお見えになることまで決まっています。説明されても理解

しづらい部分があって終わってからお話をしたのですが、コーディネーターの方

もわかっていない部分もありながらやっているということもおっしゃっていたの

で、少しずつ進めていければなと思いました。来てお話をしていただいたけれど

も委員があまり理解していないという状況です。 

（会 長）幸学習館は「今年度より」と書いてありますが、12 月から始まっているという

ことでしょうか。 

（Ｃ委員）そうです。来る何回か前から係長からお話があったのですが、実際に来たのは

12 月の会議の時です。 

（会 長）12 月の地運協の会議にコーディネーターさん 1 名いらっしゃって、今やってい

ることとかを説明してくださって、それを委員さんが聞くというのを 1 回目で行

ったということですね。来月の定例会に 12 月とは違うコーディネーターさんがい

らっしゃる予定ということですね。 

（Ｃ委員）前回の方も来ますし別の方も来ます。 

（会 長）お二人来てくださってお話をしていただけるということですね。まだ始まった

ばかりでわからない部分がわからないという状況で、始まったという段階という

ことですね。西砂学習館の方もお聞かせください。 

（Ｄ委員）西砂の方は昨年度よりとなっていますが、地運協の会議にコーディネーターの

方に来てもらって自己紹介程度の顔合わせをしました。学社一体の話や生涯審の

計画を読ませていただいたとき、地域学習館の人材あるいは施設等と学校を結び

つけるのが地域学校コーディネーターという認識はしています。学校教育の中に

関わっていく内容なので、始める前に学校にこれから地域学習館としてあるいは

学社一体の流れや立川の教育の流れを加味して、学校長や副校長に地域学校コー

ディネーターを取り込んだ学習館での話し合いというのを理解していただかない

といけないと思って文書を作りました。私は立ち会うことができなかったので、
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それを学習館の館長に持って行っていただきました。学校と地域の人材を活用し

て協働で事業ができないかということを学習館としてお手伝いしたいという趣旨

で学校にお話ししました。コーディネーターと話し合いながら形を作っていきた

いという文書をお出ししていますが、協議会の人は別枠で考えています。13 人の

委員の都合のつく日を集計して、集計された日を地域学校コーディネーターの人

に文書で送って日程を調整しているところです。1 月くらいに 1 回目ができると思

うのですが私たちは先を急いではいません。コーディネーターの方とどんな思い

で何をしなければいけないのかというところを個々人が感じているところを私た

ちも聞いて一緒に模索していくことなので時間がかかることだろうと思っていま

す。顔が見えて何でも困っていることを話し合いできるような形にもっていかな

いといけないだろうと思っています。 

（会 長）ありがとうございます。昨年度は地運協の定例会の会議にコーディネーターさ

んに来てもらったということですね。その時は何人いらっしゃったのですか。 

（Ｅ委員）4 人ですね。 

（会 長）後程事務局にお伺いしたいのですか、1 館につき学校がつくのではなく、2 館に

つき複数校の学校がつくようなイメージですか。 

（事務局・生涯学習係長）そうですね。 

（会 長）西砂のエリアで言うと 7 校張り付いて、この中の 4 名がいらっしゃったという

ことですか。 

（Ｄ委員）七中と西砂小と松中小がエリアかなと思います。砂川の方が五中かなと思いま

す。 

（会 長）地運協の定例会と別に地運協とコーディネーターさんの組織体の準備してくだ

さって、学校に筋を通しつつ日程調整をして 1 月頃行う予定となっているようで

す。西砂学習館の委員さんと近くの小中学校、それとも表の 7 つの小中学校と行

うのですか。 

（Ｄ委員）七中学区のコーディネーターですね。 

（Ｅ委員）3 校ですね。 

（会 長）七中と西砂小と松中小ですね。 

（Ｄ委員）運営協議会の時に話をしようと思っても他に議題があるので、20 分や 30 分時

間がとれるかどうかわからないですし、そのために来ていただいているのに申し

訳ないので、別枠で 1 時間半から 2 時間のくらいの会議を設けたいと思います。 

（会 長）時間のこともそうですがそのための会議体ということですし、できれば継続し

たいということですね。それでは先ほどの質問なのですが、学習館ごとに中学校

のエリアという認識だったのですが、なぜこのような 2 館での対応関係を作られ

ているのでしょうか。 

（事務局・生涯学習係長）最初は学習館と中学校区の近場でということだったのですが、

地運協とコーディネーターの関りを幸学習館の例でみると、地元の人と幸学習館

が範囲しているところがずれていることがあります。そのため近くの学習館と合

わせて窓口になっています。柏町だけれども南の柴崎学習館を使っていてよく知

っているようであればそちらに何かお手伝いや声掛けをして、最終的な理想とし
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ては学習館全体として窓口になれればと思っています。 

（Ｄ委員）一つ大事なことを言い忘れていまして、文書を出したと言いましたけれども、

センター長に事前に文面を確認していただいて運営協議会と並列で文書を出して

います。 

（会 長）ありがとうございます。組織的な筋を通しプロセスも大事だというお話だった

かと思います。 

（Ｅ委員）地域学校協働本部となっていますが、本部長というのはどなたになるのでしょ

うか。本部となると統括するような方がいらっしゃるイメージがあるのですが、

そこが見えてきません。 

（事務局・生涯学習係長）先ほどと重なる部分になりますが、国や都が地域学校協働本部

という名称を付けていて、そこが決まった一つの組織かというと違って、地運協

という組織とコーディネーターさんが学校のために働くとか、ＰＴＡさんと地運

協さんと一緒に働くとかどこか一つに本部があるわけではなく、地域の緩やかな

集まりが本部と捉えていています。本部というと席があって本部長がいてという

イメージになってしまうのですが、そこは一旦置いておいて地域の緩やかな集ま

りという形で考えていただければと思います。 

（Ｅ委員）名前が本部となっていて、西砂学習館ではＤ委員がイニシアティブをとってく

ださって前に進めてくださっていますが、市全体として協働本部を定着させてい

くためにはどこか一つ統括するようなところが必要ではないかと思います。それ

とも無い方が動きやすいということなのでしょうか。 

（Ｄ委員）選挙対策の本部みたいに看板を立てているわけではなくて、コーディネーター

と学校に関わる人が会議のようなものを行えばそれが本部だったり、活動のため

に人が集まってきたりすれば本部のように考えて、私たちが思っているような場

所に机が置いてあって電話があって本部というようなものではないということで

すね。 

（Ｅ委員）そういうイメージだと、生涯学習推進センター長が本部長にあたるのかなと思

いまして、そういう感じでよろしいのであれば各館が統括していただいて、コー

ディネーターとの連絡も、センター長の組織的な位置づけをはっきりさせて学習

館から話を進めていった方が受け止める学校側もはっきりわかっていいのかなと

いう気がしました。先ほどセンター長の名前も並列でとおっしゃったので、そう

いうイメージなのかなと思いました。 

（事務局・センター長）私も西砂の係長に話をしていまして、学校に筋を通さなければい

けないから、文書より先にあいさつに行って学校の反応を見てほしいと伝えまし

た。小学校の校長会の会長や中学校の校長会の会長とも話すこともありまして、

校長や副校長にはいろいろな考えのある人がいるので、筋を通さないといけない

ので難しい組織です。筋を通すために丁寧な説明とその後に丁寧な文書を持って

考えていることを一斉に行うことができればいいのですが、地運協の議事録を読

み返しても話がそこまで出ていないところもありますし、一斉に進めていくこと

は難しいと考えています。人事面談で「いろいろな課題がある中で一気にはでき

ないからスタートはそこから行きましょう」と私から説明をしています。地運協
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の議事録の中に地域学校コーディネーターの話題が上がっているのは二か所だけ

です。他のところからは出ていないのが現実です。西砂は地区の性質上学区が近

いのでそこから始めていきましょうと、幸では八小は小学校校長会の会長で理解

があるのでそういうところからやりましょうと、柴崎の方でもお願いはしている

のですが、なかなか進めてもらえない現状があります。地域学校協働本部という

名前が社会教育法の中で規定されたということは、地域学習館の意義としては学

校に対してお手伝いできることは実施して学校の教師の負担を減らして、子ども

たちは地域で見守るイメージでスタートしなくてはいけないという認識は持って

います。本来は一斉にできればいいのですが現実的には難しいですね。  

（会 長）誤解のないように補足させていただきますが、今のはセンター長のコーディネ

ートのお話であって地域学校協働本部長はセンター長ではありません。資料 2 の

図 1 を見ていただくとわかるのですが、地域学校協働本部はＤ委員がおっしゃる

ように場所があったり施設長がいたり団体がもともと存在しているものではなく

て、機能、概念、ネットワークなのです。図 1 を見ていただくとＰＴＡ、社会教

育関係団体、文化やスポーツの団体、自治会などのいろいろな団体さんが、図の

社会教育、学校教育、家庭教育で囲まれているところの社会教育の中に地域学校

協働活動が入っていて、右に小さく「※公民館等の活動を含む」と書いてありま

すね。地域ですでに行われている様々な活動や団体をつないだりして学校教育と

連携・協働していく、その緩やかな機能やネットワークに地域学校協働活動の看

板をつけることで地域にある資源を生かして子どもを育てることにみんなで協力

していこうということです。今までも地域で行われていたのでしょうけれども、

もっと見えるように機能化して発展させようということなので、もっと言うと地

域学校協働本部は各地域にあるのだと思います。地域の人全員が本部長ですし、

センター長が言うように地域の特性が違うので一斉にはできないものだと思いま

す。センター長のコーディネートという意味では、地域学習館とのやり取りの中

で問題意識の高いところから取り組んでみようという行政側のコーディネートと

いうのを幸や西砂で行っているということだと思います。前回の評価や議論、第 6

次の計画の中に職員のコーディネート機能が大事だということが出てくるのです

が、例えばセンター長がセンター内でのコーディネート機能を発揮して、校長先

生につなぐとか筋を通すとか各館のヒアリングをするというのは事務局のコーデ

ィネート機能なので、各学習館のコーディネート機能を職員が持たないといけな

いですし、地域が協働本部を支えていけるようにならないといけません。コーデ

ィネーターさんとの交流を委員さんがやるというコーディネートをセンターや学

習館が支えているという風に捉えることができて、今取り組み始めた幸が第一歩

を踏み出して、よくわからないという意見もすごく大事だし、西砂が去年と今年

に実施してこのあとやってみてどうなるかというのを私たちが共有していくと次

の展開が見えるかと思います。 

（事務局・センター長）幸では天野さん・Ｊが子ども会連合会の会長をやっていて、積極

的に入ってもらうようにお願いはしています。八小の地域の方なので子ども会と

か青少健とかやっているので、比較的協力的なコーディネーターさんでした。 
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（Ｃ委員）この間お話があったのが、八小で事業のようなものがあればお声かけするので

見てくださいと言ってくださったので行ってみたいと思っています。 

（会 長）お互いの交流が深まって一緒に取り組めることが出てくるといいですね。1 月

に次が控えているので次回以降の会議で教えていただければと思います。本日は

もう一つ「たちかわ市民交流大学」という議題について、前回の評価の中で内容

を正確に把握できていないのではないかという問題意識があったので、学習して

みたいと思います。一旦、「地域学校協働本部事業」については終了させていただ

きたいと思います。 

（3）「たちかわ市民交流大学」について 

（会 長）事務局より説明をお願いします。 

（事務局・センター長）資料 3 になります。生涯学習から始まるまちづくりというところ

で平成 19 年の 10 月に開校したところでございます。2 番のところになりますが、

市民交流大学のしくみというところですが、市民交流大学は、校舎やキャンパス

を持った、学校教育法に基づくいわゆる「大学」ではありません。市民交流大学

は、市民と行政の協働、市内の学習施設や行政各部署のネットワークを基盤に、

講座・教室等の事業を総合的に提供し、市民の学びを支えていく、本市独自の生

涯学習機構、しくみという風に記載があります。（1）のところに市民交流大学の 3

つの柱でできていますと書かれていて、ひとつは市民企画講座、団体企画型講座、

行政企画講座という 3 本立てで取り組んでいますので、大学というのは先ほどの

本部ではありませんが、あくまでも生涯学習としての機構となっています。裏面

の方に組織がございまして、市民交流大学の全体の統括や講座事業の総合調整を

行う企画運営委員会というのがございます。そして、市民推進委員がやっている

市民で構成する市民交流大学のための市民参加組織がありまして、市民推進委員

が行う市民企画、サークル・団体が実施するのが団体企画型講座、庁内調整委員

会が行うものが行政企画講座となります。詳しくはＦ委員がいらっしゃいますの

で、補足をお願いできればと思います。 

（Ｆ委員）概要はセンター長がお話していただいた通りですが、平成 19 年 10 月からとい

うお話がありました。14 年目に入っているということで、最初にイメージしたも

のは関係者の中で一致していなかったかと思います。それを前へ進みながら今は

落ち着いてきていて、地域学校協働本部の方でもイメージや認識が違うというこ

とがあったかと思いますが、13 年前は一緒だったかと思っています。資料 3 の表

と裏の上半分くらいまで 13 年前の話と変わっていません。裏面の下半分が平成 31

年度のことなので新しい話ということになります。最大の特徴は 3 つの柱で市民

企画講座と団体企画型講座と行政企画講座が一つの枠の中で推し進めていこうと

いうことで企画運営委員会にも 3 つの分野の方が集まって話し合いをしていると

いうことになります。「企画」とか「運営」とかついているので、具体的な企画や

運営をしているのかという風に思ってしまうのですが、具体的にそのようなこと

をしているわけではありません。統括や総合調整を担当するということなので統

括委員会や総合調整委員会と言った方が実態と合っているかもしれません。では、

統括や総合調整の何がポイントとなるのかというと顔を合わせて「一緒に頑張ろ
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うね」と認識を合わせて進んでいる方向性を確認しているのが大きいのではない

かと思っています。市民交流大学の説明になっているでしょうか。皆様が何がわ

からないかわかっていない部分があるので、このような説明になりますが私から

は以上です。 

（会 長）ありがとうございます。質問があればとは思いますが、私は企画運営委員会が

よくわからなかったので今の説明でわかりました。サークル・団体の団体企画型

講座というのは公募ですよね。 

（Ｆ委員）3 つのタイプに分かれていて、そのうちのひとつが公募型です。 

（会 長）あと何タイプがあるのでしょうか。団体指定型事業というのがそうでしょうか。  

（Ｆ委員）そうですね。ここに書いてありますね。 

（会 長）これは、この団体にお願いしますというような感じなのでしょうか。  

（事務局・センター長）損害保険会社にお願いして講座を実施してもらっています。  

（Ｆ委員）それが連携型になります。 

（会 長）それは連携型なのですね。公募型と連携型があって連携型は民間企業との外部

団体との連携なのですね。もう一つは何ですか。 

（Ｅ委員）団体指定型です。 

（会 長）この団体指定型というのは何ですか。 

（Ｆ委員）生涯学習市民リーダーというＧ委員がやっておられるものです。 

（会 長）市民リーダーと一緒に行うのが団体指定型ということですか。  

（Ｇ委員）市民リーダーだけではなくて、他の団体も含めての団体指定型ですね。  

（会 長）ここと一緒にやりますというのが決まっているのが団体指定型となるのですね。 

（Ｇ委員）市民リーダーに関しては 100 人以上のメンバーでやっていて、他のところでは

単体というかそういう団体の申込と言いますか。 

（会 長）市民リーダーの会がまとまってひとつとしてやっていて、それ以外はそれぞれ

の団体さんで市民リーダーさんになっていようがいまいが団体としてやっておら

れるということですね。 

（Ｇ委員）そういう認識でいるのですがどうでしょうか。 

（事務局・センター長）団体指定型というのは市民リーダーが実施しているものという考

えだと思います。 

（Ｅ委員）それ以外は公募型になるということでしょうか。 

（会 長）公募型はエントリーするもので、市民リーダーでなくても学習館で活動してい

るサークルや団体さんでもエントリーできる方法ということですかね。企画運営

委員会には市民推進委員から代表が出て庁内調整委員会には行政職員が出てる内

部組織ということですよね。では、サークル・団体の代表が出ているのはどなた

になるのですか。 

（事務局・センター長）市民リーダーからです。 

（会 長）団体指定型で関わっていらっしゃる市民リーダーがサークル・団体の代表とし

て企画運営委員会に出ているのですね。 

（Ｆ委員）あとは文化協会ですね。 

（会 長）文化協会はどういう位置づけなのですか。サークル・団体ですか。  



10 

 

（Ｆ委員）団体企画型講座ですね。全部で 4 人いるのですが、あとはアイム登録団体、も

う一人は私でして中間支援組織であるボランティア・市民活動センターから入っ

ているということです。 

（会 長）それがサークル・団体の委員さんを構成しているということですね。市民推進

委員が企画する市民企画講座は年間何講座くらいあるのですか。 

（副会長）43 と書いてありますね。 

（会 長）この年はそうなのですね。大体 40 前後ですかね。サークル・団体の団体企画型

講座の 3 つをすべて合わせるといくつくらいあるのですか。 

（Ｅ委員）24 ですね。 

（会 長）行政企画講座はいくつくらいでしょうか。 

（Ｆ委員）447 ですね。 

（Ｅ委員）ここに書いてありますね。 

（会 長）そうですね。450 近くあるということですね。 

（副会長）このうちの半分くらいは市民が協力しているということですよね。  

（会 長）行政企画講座ですね。それぞれの部署でボランティアさんとか委員さんとかい

らっしゃいますからね。 

（事務局・センター長）今度は西砂で防災のことを防災課長が行って説明する講座があり

ます。 

（会 長）行政企画講座ですね。委員さんが協力してやっているということですね。  

（事務局・センター長）あとは財政のことを知りたいということであれば財政の職員が行

って説明したりしています。 

（会 長）学習館の事業も市民交流大学の傘の中に入るのですよね。 

（事務局・センター長）入っています。 

（会 長）学習館の事業は行政企画講座に入っているのですよね。地域活性化講座のよう

な地運協の委員さんと一緒に企画するのも行政企画講座に入るということですね。

少しずつわかってきましたね。市民企画講座は市民推進委員さんが作られている

もので、団体企画型講座は公募か団体指定か連携で、それ以外はすべて行政企画

講座に入っているということですね。だからこのように多くなっているのですね。 

（Ｆ委員）実際地域に出ると行政企画や市民企画というように縦割りにはなっていなくて

皆一緒にやっているので実際にそういうことが起こってしまうのだと思います。

地運協の皆様が知恵絞って汗流してやっても行政企画に分類されるということに

なります。私は３つの企画は予算で分かれていると思っています。市民推進委員

会は市民推進委員会で予算を持っていますので、その予算の中でやるのは市民企

画講座という風に考えた方がわかりやすいかもしれません。 

（会 長）市民交流大学そのものが全体を通して協働や市民参加ということがコンセプト

としてあるので、Ｆ委員がおっしゃるようにそれぞれに市民が参画していること

に変わりはないということですね。 

（Ｈ委員）市民推進委員会も講座によってできるだけ行政と協力して行うという方針を持

っていまして、今度平塚らいてうのこととか行政を守る法律とかの講座について

は男女平等参画課と共催という形でやります。リーダー会ともパソコンについて
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年 4 回ほど行っています。可能なものについて共催していこうという形で進めて

います。 

（会 長）企画運営委員会が気になりますね。何を調整するのかなどお聞きしたいです。

年に何回くらい開かれるのですか。 

（Ｆ委員）昨年度は 10 回ですね。今年度は減っています。来年度はさらに減らそうと思っ

ています。今までは模索しながらやってきたのですが、安定してきたので効率的

に行っていこうということになりました。 

（会 長）今日この後お話があるということでした。私ばかり質問してしまってすみませ

ん。構造が少しわかりましたが、市全体の生涯学習を審議する生涯審で理解して

おくことは大切だなと改めて思いました。他にご質問ありますか。  

（Ｇ委員）大雑把なことではなくて具体的にわかる 3 人いらっしゃるので詳しくわかる。

全体的なことをやって具体的に見えるので形が違うなと思いました。 

（Ｆ委員）今おっしゃった 3 人というのは市民推進委員会の方のことですね。市民推進委

員会で市民企画講座ではこのようなことをやっていますというのを説明していた

だくのですが、企画運営委員会に 3 人委員さんが入っていて、それぞれ講座とか

総務とか広報とか担当持っていて市民推進委員会でどのようなことをやっている

のかわかりやすくなっています。生涯学習市民リーダーの会としては市民推進委

員会と連携していこうとおっしゃっているかと思います。 

（Ｇ委員）委員長とお話する機会は多くなるので会話は多くなっていますね。こういう企

画はどうですかというところもあります。 

（Ｆ委員）企画運営委員会の議事概要という資料は皆様のお手元にも配られているでしょ

うか。これを見ていただくと前半は各活動の報告となっています。「あなたのとこ

ろではそのような活動をしているのですね」と認識を合わせるような時間にして

います。これはとても有効なので今後も続けて、会議のアフターで連携し合って、

「こういうことをしてみたいがどうか」というような話ができるので会議の中だ

けの話に留まらないというのがいい動きかと思います。 

（Ｇ委員）先ほどの学校コーディネーターさんの話でもありましたが、この会の中では顔

合わせはできていると思いました。この顔合わせによってどこに誰が所属してい

るかわかって、情報を多く持っている方たちの集まりなので情報交換の場である

とは思いました。 

（会 長）立川ではいろいろなところでいろいろ事業が展開されていますが、それぞれが

やっていることを共有するところをどう作っていくかという課題はあると思いま

す。議事概要を見せていただくと雰囲気が伝わってくるものになっていますね。  

（Ｂ委員）地域学校協働本部と市民交流大学の両方に通じるようなことなのですが、地域

学校協働本部の中で顔合わせをして課題共有をして、いざ市民リーダーなり地域

の方がいて、「こういう講座をやってみたらいいじゃないか」という話になったら

市民交流大学の中ではどのカテゴリーに入るのですか。 

（事務局・センター長）行政企画です。ここはあまり地域学校協働本部に入り込もうと思

っていないです。 

（Ｂ委員）先ほどの地域活性化講座も行政企画になるのですよね。最終的にはカテゴリー
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分けがなされるということですよね。先ほど予算というお話があって、講座を行

うにしてもどこの財布から出すのか、学校から出すとは思えないのでそのような

話になるのではないかと思います。 

（Ｄ委員）講座をいくつもやりたいのですが、結局はスクラップアンドビルドでやれない

という現状があります。地域活性化として話が出て、場所があって講師がいても

お金がないから実現できないという可能性もあります。どこかでお金の捻出につ

いても考えていく必要があるのではないかと思います。 

（事務局・センター長）地域学校協働本部についての予算が今年から生涯学習について、

来年の 1 月から学校長にヒアリングをして予算配分をするという新しい仕事がで

きました。学校と地域がより結びつく形になってきたのですが、社会教育の立場

で学校教育の先生にヒアリングをして、例えば「何十周年記念だからこういう事

業をやりたい」と言われて、その予算の配分が今年から社会教育の方にきたので 1

月は困惑しているかもしれません。どのように考えるかは指導課長と生涯学習推

進センターと学校から上げられた「こういうことをしたい」というのを出して、

指導課長がサポートをしていくという形で予算配分をしていくという新しい流れ

になったので厳しい運営になると思います。今までは指導課が学校の予算取りを

していたのが、こっちに降りてきたので複雑な部分があります。 

（事務局・生涯学習係長）すぐに講座の方にお金がいくというのはないかと思いますが、

地域学校協働本部事業というのが学校の本体の方から社会教育の方に入ってきて

いるので、時間はかかると思いますが、そちらの方に予算を確保することが今後

の課題かと思います。 

（Ｈ委員）地域学校協働本部について西砂学習館や幸学習館では先進的な取り組みをされ

ていますが、私が関わっている砂川学習館では外国人の方は少しですね。地域の

農産物の収穫体験では親子での参加が多いです。地域の特色を盛り込んで作曲す

るという講座もやっていまして、学習館から子どもたちにもアピールすることに

取り組んではいるのですが、学校には伝わっていないと思います。学習館の一番

の力というのはサークルが持っている力で、子どもたちにも活かしていくという

視点を拡大していく必要があるのではないかと思います。取り組んでいることを

学校に知らせて、子供たちが地域で体験したことが教室の中で活かされるという

流れをつくれるといいのではないかという期待を持っています。 

（会 長）各館や各運営協議会の取り組みをここで共有できると答申や生涯学習推進計画

と関わって、現実にどう実現化していくかという時のヒントになってくると思い

ますので、それぞれの立場からご報告やご意見をいただけるといいかと思います。 

（4）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）前回の会議ですべての項目についてご確認いただいております。資

料は 4 で前回までの修正等を反映させてあります。資料には進捗評価表の下段の

「3.評価」のところにアルファベットの評価を入れさせていただいております。

結果的に取組状況に大きな変更がなかったので前年度と同じ評価となっておりま

す。一通り調整は終わっておりますので最終確認という形で資料をご覧になって
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いいただければと思います。説明は以上です。 

（会 長）ありがとうございました。夏を挟んで皆様に宿題等をやっていただき、中身を

練りこんで作ってきましたが、提出直前までたどり着きました。 

（副会長）評価が辛めですよね。 

（会 長）改めて見ると辛いなと思いました。立川は紳士というか、こういうのは「Ａ」

評価が多くついてしまうものなのですが、私は他市のを見た後なのでだいぶ辛い

なと思いました。「Ｓ」はないですし、「Ａ」も少ししかないですね。  

（副会長）「Ｓ」ってあるのですね。 

（会 長）「Ｓ」という存在はあります。一度はつけてみたいですね。内容としてはおおむ

ね順調に達成はしているけれどもプラスアルファをつけていきたいですね。皆様

のおかげでコメント欄が充実していて提案も入ったりしているので、これを参考

に見て活かしていってもらいたいと思います。 

（Ｅ委員）職員の方の研修について、職員のコーディネート力を高めていくという意見が

出てきていたと思いますが、来年度は職員の方の研修体制で改善点が今の段階で

あれば教えてください。 

（事務局・センター長）センターの課題、予算、人事の話を人事には伝えていきたいと思

っています。 

（Ｅ委員）大変重要な役割を担っていく方で今はいい館長さんに恵まれております。人で

変わっていくと実感しておりますので、ご尽力をよろしくお願いします。  

（会 長）重要なご指摘ありがとうございました。評価が高くない項目ではありますし、

毎年出てきている話ですね。力量形成は集合研修だけでないので、センター長と

の面談なんかも含めてそういう機会があればいいですね。 

（Ｅ委員）こういうところに出てきていただいて、皆様の意見を聞いていただくというの

も研修のひとつになるような気がします。 

（会 長）そうですね。意見交換のようなことも研修の一環になるかもしれないですね。

できるところからひとつずつ来年度取り組んでいただければと思います。貴重な

ご意見ありがとうございました。それでは、進捗評価表はこのまま出して大丈夫

でしょうか。修正が必要なところがあればまだ間に合いますかね。気づいたら事

務局に連絡していただいくことにして、会議としてはこれを提出することにした

いと思います。ありがとうございました。 

 

4.その他 

（1）企画運営委員会について 

（会 長）先ほども触れられたと思うのですが、市民交流大学の企画運営委員会について

ご説明があるということなのでよろしくお願いします。 

（事務局・管理係長）従前より、生涯審と企画運営委員会の役割について、今年度の第 1

回目、2 回目で合併するような話をして誤解を招くような説明をしてしまい申し訳

ありません。ここで企画運営委員会の方からある程度の方向性というのが示され

てます。簡単に説明させていただくと 4 点ほどございます。本日議事録をご用意

していますが、中身についてはご覧いただいて企画運営委員会の内容を確認して
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おいていただきたいということが 1 点目です。2 点目が企画運営委員会では生涯審

で行った進捗評価の内容について議論していただいて講座等の事業の改善を図っ

ていくという方針が出ております。3 点目が企画運営委員会で出た意見等を生涯審

に卸していただき、今後の生涯学習推進計画の参考にさせていただくという形で

お互いの連携を深めていくという方針が出ております。4 点目が日頃の会議でお互

いの情報を伝えるということで、Ｆ委員やＧ委員からのお話もありましたが、お

互いの情報を報告し合うという方針が出されています。説明は以上となります。

立て続けになってしまいますが、企画運営委員会の会長をされているＦ委員がい

らっしゃいますので、ご意見やご説明を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）議事録を交換し合うというと少し違うかもしれませんが、双方で議事録を作っ

てホームページで公開しているので見ればいいのですが、そこまでするのは難し

いので、会議の席で生涯審の議事録を配ってほしいという話がありました。そう

すれば生涯審で行っていることを把握しますという意見が企画運営委員会で出ま

して、逆に企画運営委員会の議事録を生涯審の皆様に配っていただいて、お忙し

いとは思いますが読んでいただいて、書面上からでもお互いの意思疎通が図れる

ような取組をしたいということです。生涯審と企画運営委員会が独立してやって

いるということにならないように進んでいこうという合意がなされているわけで

ございます。企画運営委員会で行っていたことを生涯審で何かやっていただこう

という話ではありません。生涯審でやっていることを企画運営委員会でウォッチ

させていただいて参考に進んでいきます。逆に企画運営委員会で行っていること

を、もう少し細かく情報提供させていただく予定で、評価にしてみても今までな

ら 5 行か 6 行書いてあることから読み取って評価をしているということになりま

すけれども、何枚も分厚いものをご提出させていただいてそれを持って評価をし

ていただくという形にしていただければと思っています。 

（会 長）ありがとうございます。生涯審は市全体の生涯学習の計画、推進、評価を行っ

ていますが、企画運営委員会では事業を実際運営していることに関する計画とい

うことになります。そこを密にすれば、議論した計画がより根拠に基づくものに

なりますし、より事業や講座に反映していただけるということになりますので、

発展的な方向に話がまとまってありがたいと思います。生涯審の議事録もお渡し

することになりますし、今後生涯審の報告事項で概要を伝えていただくというの

もいいのかもしれないですね。事務局から伝えるのがいいのかＦ委員がいいのか

はわかりませんが、直近の会議内容を報告していただくのもいいのかなと思いま

す。会議運営の仕方はご相談しながらという形になるかと思います。 

（Ｆ委員）一点確認させていただきたいのですが、議事録を配っていただいてホームペー

ジでは委員の名前が消えているのですがこちらには実名が出ています。会議同士

で内々に交換し合うならばこれでいいと思うのですが、生涯審の皆様の名前入り

の議事録を配ってしまっていいかのご確認をしていただければと思っています。  

（会 長）どうでしょうか。外部には今まで通りですが、企画運営委員会に共有される議

事録は名前なしの方がいいか名前が入っていてもいいか、名前が入っているから
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と言って困ることはなさそうな気がしますね。むしろ、こういう風におっしゃっ

ていたからこの委員さんと話してみようとか好循環が生まれそうな気がしますね。 

（事務局・管理係長）その場合、取り扱いに注意していただく必要があります。立川市の

会議は原則公開ということはあるのですが、ホームページでは名前は伏せていま

すので、委員さん同士の情報交換のための資料という扱いにさせていただきます。 

（会 長）しばらくはそれでやって今後見直すという方法でいかがでしょうか。（異議なし）

それでは、企画運営委員会についてはよろしいでしょうか。（異議なし）続いて、

議事にはないのですが、第 3 ブロック研修会にＩ委員が参加していただいてリモ

ートだったということなので、様子も含めてご報告いただきたいのですがよろし

いでしょうか。 

（Ｉ委員）内容としては人と人をつなぐや団体と団体をつなぐという話をＮＰＯ法人や民

間の団体の方に来ていただいて聞くという形で、コロナ禍で会議とかワークショ

ップをこのようにやっていましたという話をしていただきました。オンラインで

やり取りするのも相手方に環境がない場合にどのようにやっていくかということ

を模索しながらやって、オンラインでつながれる人はやっていくのと環境がなく

てやり方がわからないという人はオフィスとかに来ていただいて教えたり、わか

らない人は手紙のやり取りをしながら電話で参加したりしていて、やり方はいろ

いろありますよということで、立川の市民交流大学の方にも書いてあったのです

が、YouTube でチャンネルを開設してそこに集まれば流れっぱなしにはならないな

どやり方はいろいろあって模索していったという話をお聞きしました。少し残念

だったのが、今回の第 3 ブロックに参加する方法でリモートで参加するのもあり、

向こうで実際に参加するのもありという形だったので、向こうで会議をやってい

る人たちは受付とかいろいろあって、段取りした方が受付をした方で「つながら

ない人は電話で聞いてくれ」という形だったのですが、受付が始まると出られな

いということがありました。また、会議のシステムが Google の chrome 由来のも

ので、一回経由するというか、Googlechrome が入っていれば入れるってことだと

思います。iPad とかスマホ由来じゃないと経由ができないからパソコンはできま

せんと書いてあったのですが、そのようなことはないと思います。そのあたりが

うまくいかなくて、パソコンからは見れないと言いつつも実際は見れていて、両

方やるのは難しいのかなと、収録したものを流す形でもよかったと思いますし、

チャット機能があったのですが、誰かが入力したものを紙に書いて走って届ける

とかよくわからない状況になっていました。 

（会 長）不慣れさが少し出たのですね。いろいろ試してチャレンジしたということです

ね。 

（Ｉ委員）頑張っているのは伝わったのですが、そこまで頑張らなくてもよかったのにと

は思いました。最初だったら収録を流して感想を求めるとか、北海道でも事例が

あったかと思うのですが、そういう形でもよかったのかなと思います。もしくは

オンラインならオンラインだけにすれば両方対応することはなかったと思います。

最初音声が入らなくて、その後画面が入らなくて、最後はラジオのような形にな

ってしまって、音声が切れたりすることはよくあることだと思うのですが、途中
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で誰かが俯瞰で見て指摘できる人がいれば戻ることができたのにと思いました。

いろいろな要素が噛み合わなかったのですが、最初で挑戦されたことは評価でき

る点だったと思います。オンラインの方式もいくつもあるので、コロナ禍をこの

ように乗り越えましたという民間団体のお話もあったので、その方たちと協賛し

て実施してもよかったのかなと思いますが、挑戦としては頑張ろうと話し合いな

がらやれたらいいのかなと思います。 

（会 長）ありがとうございます。Ｉ委員がトラブルも含めて体験いただいたおかげで、

どのように考えていかないといけないかということがわかるお話でしたね。テー

マはコロナ禍でどのようにつながりをつくるか、そういったお話でしたが研修の

場はうまくいかなかったという状況だったかと思います。私も先月、対面とオン

ラインを同時につなぐ講座というのをやりましたが、事務局ができることという

のは限られていて、その時は Zoom で行ったのですが、アカウントは私のものを提

供したりして運営に協力して実施しました。対面で 60 人、オンラインで 30 人く

らい参加していたのですが、もう一人の講師が別の県にいてそちらとも中継つな

げながらファシリテーターに近い立場で参加しました。画面だけで進行してしま

うと会場にいる人が置いていかれてしまうし、会場だけで進行してしまうと画面

上の人が置いていかれてしまって、そこをどう解決するかということを準備の時

から調整して、ここまで準備すればアクティブにできるとわかったので次の機会

に活かすという形でやっています。何倍もの準備があるので対面でやるよりも労

力が必要です。今年いろいろ試行しながら学習機会を広げていくことも必要なの

だと感じました。そのほかでございますか。 

（事務局・生涯学習係長）地域学校協働本部とは関係ないのですが、立川市民講師フェア

のリーダーの会というのを担当していまして、Ｇ委員も出ておりますが、講師フ

ェアを毎年 11 月に行っています。その報告書が出来上がりましたので見ていただ

いて、市民リーダーがどのようなこと行っているかよくわかると思います。写真

等も載せておりますのでご覧いただいて、今後いろいろな講座があると思います

のでご活用いただければと思います。Ｇ委員の方からご案内をお願いします。 

（Ｇ委員）昨日幹事会があって、この資料では「案」がついているのですが、それぞれの

幹事から確認していただいているところで大丈夫だったら全員に送りますという

段階のものです。コロナ禍でできるかどうか不安で、やっていいものかというと

ころも含めて不安材料がありました。手を上げていただいた方だけ、参加してい

ただいたのですが、その後ご家族からの反対があってやめられる方もいらっしゃ

いました。今年は独特の流れはありましたが、少ないなりに実施できてよかった

と思っています。少ない人数でとても良い結果が出て、充実した展示会になりま

した。来年もありますので、ぜひいらしていただけたらと思います。 

（事務局・生涯学習係長）交流会についてもお願いします。 

（Ｇ委員）1 月に交流会がありまして、1 月 14 日木曜日 13 時半からですのでご出席いただ

けたら様子がわかると思います。 

（会 長）場所はどちらでしょうか。 

（事務局・生涯学習係長）アイムの健康サロンです。私やＧ委員にお声かけ頂けたらと思
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います。 

（会 長）ありがとうございました。そのほか何かございますか。 

（Ｃ委員）幸学習館の方で 30 周年の落語にご協力いただきましてありがとうございました。

次の日にかわせみカフェを実施して、一切食べ物なしで無事に終えることができ

ました。今年は家族連れが多くて、昨年来た人が家族を連れてきてくれて楽しか

ったと言って帰られたのでよかったです。 

（会 長）この間の日曜日に実施したのですか。 

（Ｃ委員）12 日が 30 周年の記念の落語をやって、13 日がかわせみカフェをやりました。 

（会 長）ありがとうございます。かわせみカフェは学芸大の学生も協力させてもらって

いて、今年は開催が危ぶまれましたが、食べ物は出さないという形で対策をとっ

て無事にできてよかったと思います。 

（Ｄ委員）本当は審議していただきたいものがあるのですが、コロナで時間のこともある

と思いますので次回にさせていただきます。 

（会 長）ありがとうございます。事務局に言っておいていただければ準備しますので会

議後にお伝えください。私からも、きらりの最新号の後ろから 2 ページ目を開い

たらプレ錦祭りを写真付きで掲載していただいていたのですが、1 月 30,31 日に講

座型で 8 つ行う予定です。学生が 8 グループがあるので 30,31 日の午前午後に分

けていろいろな企画を少しずつ行うことを準備しているところです。エコだとか

パラスポーツだとかジェンダーとか少し固いテーマもあります。委員の皆様にも

もしよろしければご視察いただければと思います。そのほかございますか。 

（事務局・管理係員）配布資料で 2 点ほどご報告がございます。1 点目が冊子になってい

る「たちかわっ子 2020」で子ども育成課からの配布物で青少健の概況が記載され

ているものですのでお時間あるときにお目通しいただければと思います。もう 1

点が前回の会議で「戦争体験記」をお配りさせていただいたかと思うのですが、

左半分のルビが振ってある方の 58 ページのところ、本来昭和 20 年のところ昭和

19 年と記載してしまったということで、紙についているシールを張って修正して

いただければと思います。 

（事務局・センター長）私からもご報告がございます。現在議会中で今週の木曜日に最終

の議案審議がございます。生涯学習推進センターは全部で 20 の施設がございまし

て、5～10 年先の施設整備計画の素案が出たので、それに基づいて今後修繕や大規

模改修を行っていく予定です。11 月の教育委員会の結果を経て、11 月の終わりに

議会の方に指定管理の指定で議案を上げました。本議会から文教委員会の方に委

嘱をされまして、先週の金曜日に指定管理者の指定で 11 の会館の議案について説

明をしたところです。また、八ヶ岳山荘の指定管理者に対する新型コロナウイル

スの感染症に関する補填額というものの説明をしております。木曜日に補正予算

の審議がございます。文化財係で普済寺にある国宝の六面石幢というのを 5 年間

かけて修理、移設する予定だったのですが、コロナの関係で 11 月末を持って工事

をストップして、4 月から再開するという報告をしています。六面石幢について市

の要綱で定めている補助金を出すということで明後日の補正予算の審議を行う予

定となっています。簡単ではございますが議会関係の報告は以上です。  
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（会 長）ありがとうございます。そのほかございますか。（なし）それでは第 5 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。 


