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令和 3 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 3 年 12 月 24 日（金曜日） 午後 6 時 30 分～午後 8 時 30 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   

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 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 3 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）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 

（3）令和４年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会第２ブロック研修会に

ついて（幹事市） 

5．その他 

（1）令和 3 年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会第 2 ブロック研修会に

ついて 

（2）令和 3 年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会交流大会・社会教育委

員研修会について 

 

1. 配付資料 1．令和 3 年度第 2 回立川市民交流大学企画運営委員会議事概要 

2．令和 3 年度第 4 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）  

4. 直近 3 年のブロック研修会 概要 

 

会議内容 

 

1．開会 

 

資料１ 
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2．会長挨拶 

 

3．報告事項 

（1）令和 3 年度第 4 回立川市生涯学習推進審議会 会議録について 

（会 長）Ａ委員より説明をお願いします。 

（Ａ委員）企画運営委員会の議事概要ということで資料 1 をご覧いただきたいと思います。

１ページ目の当日配布資料というところで 8 期の委員名簿を出しているのですが、

9 月 21 日からたちかわ市民交流大学企画運営委員会の第 8 期がスタートしたとい

うことになります。この出席者とアイム登録団体と教育部長が出席しております。

真ん中あたりに委嘱とあるのですが、第 8 期の委嘱状が渡されました。それから 5

番の報告では各委員からの報告がございました。この時期、感染者が減少し始め

ているところでしたので、再開に向けてどうしていこうかというお話がありまし

た。1 枚めくっていただきまして 3 ページ、事務局からの報告のところで地域学習

館運営協議会の報告があって、さらに 1 ページめくっていただいて、5 ページにつ

きまして、事業の報告がございました。委員間で意見交換を行っておりますが、

地域学校コーディネーターに皆様の関心が集まっていて理想としているものと現

実が違うのではないかということで、市民交流大学事業と直接は関係ないのかも

しれませんが、間接的には大いに関係あるということで皆様の関心が集まってい

る状況です。3 日前に第 3 回が行われたのですが、そこでも地域学校コーディネー

ターの話題が出ておりました。簡単ではございますが以上となります。 

（会 長）ありがとうございました。なにかご質問等ありますか。（なし） 

 

4．協議事項 

（1）令和 3 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 

（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。今回は修正意見が

１件ございました。Ｂ委員からご紹介いただいた防災講座の日付の修正となりま

す。『12 月 3 日』から『12 月 5 日』に変更しています。それ以外は修正ご意見ご

ざいませんでしたので、この会議終了までにご覧になっていただきご承認いただ

ければ市のホームページで公開したいと思います。 

（会 長）ありがとうございました。なにか修正等あるでしょうか。 

（Ａ委員）項番が 1 ページ目に『1.開会、2.会長挨拶、3.報告事項』となっておりまして、

2 ページ目も『3.協議事項』となっているので『4.』が正しいかと思います。 

（事務局・管理課係長）ありがとうございます。修正いたします。 

（会 長）ご指摘ありがとうございます。 

（Ｃ委員）たちかわ市民交流大学の報告を見て、学習館とコーディネーターの話し合いを

進めているのですが、大元がどういう趣旨でこの役割をしているのかわからない

というか、こういったことの講義をどこで受けるべきなのか、役職としてこうい

う使命があるというところをお話しいただく必要があると思います。別の話にな

ってしまいますが、来年に地運協の意見交換会があるのですが、疑問に思うのが
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学社一体や生涯審の流れというのは会議に出て資料ももらって、個人で読み込む

ことができるので、立川市の教育の流れがわかります。しかし、地運協のメンバ

ーが 10 名いて 10 名が同じように地運協や学習館の役割、学習館の求められるも

のは何なのかを理解しているというベースで話がされているかというと疑問に思

います。2 月に向けて一緒に考えていただきたくて、生涯学習係長に会議に来ても

らって学社一体に向けてなぜこのような運動が起こって、学習館に何を期待され

ているのか。地域学校コーディネーターと学習館がどのようにコーディネートを

して地域の子どもの学習を支えていくのか、そのために何をすべきなのかという

話し合いに持っていくような提案をしています。研修というのか、そのような部

分が抜けているのではないかと思います。コーディネーターが何をするのかわか

らないような部分があって、何かを生み出していこうとなってもベースがないの

で、何も生み出すことができなくなっていると思います。市の教育部でコーディ

ネーターに働きかけのような動きがあるのかどうか教えていただければと思いま

す。 

 

（事務局・センター長）11 月に地域学校コーディネーターの方を集めて役割を説明しまし

た。昨年度から生涯学習の方に移ってきてわかりづらい部分があったので、議論

をしていただきました。以前よりは理解を深められたとは思いますし、来年の 1

月には地域学校コーディネーターと各学習館の係長を集めて顔合わせをしながら

コーディネーターの役割を再確認する予定です。コーディネーター自身が学校の

先生からお願いされているからやっているという方が大半だったので、去年から

コーディネーターを集めて説明しているところです。地運協とつなぐというのも

大切なのですが、地域学習館の職員とつないで学校の足りないものや地域で足り

ないものを地域学習館の職員がコーディネートできるような形で生涯学習として

取り組んでいるところです。 

（Ａ委員）企画運営委員会でも話がでて、司会役の私としては、生涯審でも話が出ていて

提言がまとめられつつあるのでそちらで話をしていただきましょうと、深い議論

にならないようにしました。センター長からお話があった集まりの中で、指導的

な立場というか代表というか、そのような人を選出する動きがあるとお伺いしま

した。 

（事務局・センター長）そうですね。 

（Ａ委員）そういう話だったので、そこに期待できるかなという空気感でした。 

（事務局・センター長）コーディネーターをまとめるのが 1 月の会議でありますので、そ

こでコーディネーターの中心となる人を決めていくという方向で動いています。  

（会 長）ありがとうございます。Ｃ委員のご意見のひとつはコーディネーターの役割の

共有というか、そういう仕組みを地運協の委員だったり、生涯審の委員だったり

と共有して理解するという 2 段階があったと思うのですが、地域学校コーディネ

ーターの委員さんの方は生涯学習推進センターの方で場を設けて取り組みを進め

ているところということです。それをどのようにして地域の側の理解を進めてい

くかというところが提示されたかと思います。今日はこの内容をメインに議論す
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る時間はないのですが、とても重要なお話なので 1 月に行われる会議の様子なん

かを含めてセンター長からご報告いただいて、議事に余裕があるときにご意見い

ただければと思います。 

（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。前回の会議では「Ⅱ-1-③」まで議論が進んでい

ます。本日の会議資料は前回までのご意見を反映したものとなっています。総評

欄の確認と「Ⅲ-1-①」以降の確認をお願いしたいと思います。この表の一番下の

左「評価」の欄ですが、事務局の方で評価を入れさせていただいています。事務

局で記載した部分と総評の部分を基に評価を入れていますので、今日と次回の会

議までにご確認いただいて、修正等が必要でしたらご意見をいただければと思い

ます。 

（会 長）ありがとうございます。今日は残りの部分を進めていきたいと思います。資料

3 の 11 ページをお開きください。「Ⅲ-3-①」です。こちらはＤ委員がまとめてく

ださいましたが、正副会長、事務局で大きく変更してしまっているかもしれませ

ん。 

（Ｄ委員）2 行目の「市民リーダーを積極的に育成していく必要があります」とあります

が、今まで培った知識、経験、技術を登録してくださいと言っているので、育成

ではなく活用がいいと思います。 

（会 長）お持ちになっている専門性を活かすということだからですね。ありがとうござ

います。 

（Ｄ委員）最後の 2 行目に「生涯学習市民リーダーが地域学習館等と」の部分ですが、「地

域学習館等が生涯学習市民リーダーと」にした方が、積極性は地域学習館の方が

求められるかと思います。 

（会 長）地域学習館等が主語になって入れ替えるということですね。ありがとうござい

ます。 

（Ｅ委員）いろいろなサークルがあると思うのですが、会長になる人がいなくなっている

傾向があるようで、そういったことに関してどのように考えていったらいいのか

なと思いまして、サークルが多くできた頃と違って、数が少なくなってきている

のかなと思います。サークルの数を数えればわかるかもしれませんが、活動して

いないサークルもあるかもしれないです。 

（会 長）今はコロナのこともあって実態が見えづらくなっていて、お休みのまま解散と

なってしまったなんていう話も聞いたりしますね。サークルの高齢化や担い手が

いなかったり、活動実態がつかめなかったりということで自主的な活動に課題は

あるかもしれません。これも継続的に検討していかないといけない課題かもしれ

ません。 

（事務局・センター長）社会教育関係団体の更新というのが 3 年に一度ありまして、昨年

実施しましたが、おおまかに 1400 いくつあったものが更新や新たな登録で 1200

いくつあって、今年も増えていますから 3 年間通して見ると減ったとは言い切れ

ないかと思います。 
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（会 長）すぐには難しいとは思いますので、3 年に 1 回のデータがあるのであればそこ

から読み取れることがあるかもしれません。Ｅ委員ありがとうございます。評価

表に戻って他にいかがでしょうか。（なし）12 ページ「Ⅲ-1-②」です。いかがで

しょうか。 

（Ｆ委員）「共通目標を設定し」というところは具体的に上げていただいた方がいらっしゃ

って、具体的な内容を理解して書いたわけではなかったのですが、取り組みを進

めていくうえでは必要なことだと思って書きました。 

（会 長）ありがとうございます。 

（Ｃ委員）センター長のお話にあったところで、地域学習館の職員がコーディネーターと

連携してコーディネートするという言い方をされていたと思うのですが、地運協

の果たす役割として、学校に関連する方を入れて地域学校協働本部事業を推進す

るような動きをつくっていくようなことが書かれています。なので、私たちは地

運協のメンバーとして学社一体の流れなどを知らないと地域学校協働本部事業を

一緒に推進していくことができないと捉えていたのですが、地域学習館の職員が

コーディネーターとコーディネートすることが求められているとなると地運協の

メンバーはどのように考えればいいのでしょうか。 

（事務局・センター長）職員がいるのでコーディネーターと関わらないといけないのです

が、地運協のメンバーの方たちも西砂学習館だと積極的に顔合わせをしているな

ど、情報を得たりしていると思います。地域学習館運営協議会のメンバーを外す

ということではなくて、地運協は地域と一体となって関わっていただかないとい

けなくて、地運協にはいろいろな人材もいるので、コーディネーターの方には地

運協なのか分科会なのか、児童館の職員や社協の職員がいたり、いろいろだと思

うのでうまく結びついていけばいいと思います。すみません、伝え方が雑になっ

ていたかもしれません。 

（会 長）私の認識ですが、地域学習館運営協議会の委員さんと地域学校コーディネータ

ーさんをつなぐために、職員さんはコーディネートをするという風に理解してい

ます。コーディネーターのコーディネーターをするのが職員さんということにな

るので、まず職員さんと学校コーディネーターが理解し合って地運協の委員さん

と一緒に作り上げてほしいということで、1 月の会が設定されていると理解しまし

た。学習館によって、委員さんとコーディネーターさんとのやり取りをする関係

性が違うので、1 回集まってやってみようということになるかと思います。 

（Ｃ委員）ここで時間を取ってしまって申し訳ないのですが、1 回そういう場を設けたか

らと言って進んでいくものかという思いがあるので、地運協の会議に月 1 回出て

いただくことで学校の求めているものや地域で支えられるものが自然と出来上が

って地域全体で地域学校協働本部事業としての活動ができてくるのではないかと

思います。1 回集まったからと言って何も生まれないと思います。3 回目をやって

形を残そうと思っていますが、そのためだけに会議を開いていてもったいないと

思います。どなたかに代表で月 1 回の地運協に出ていただいて、コーディネータ

ーとして抱えているものを報告していただく意味のあるものになるのではないか

と思います。錦の場合はコーディネーターの方が地運協のメンバーであって、コ
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ミュニティスクールのメンバーであるから情報がうまく回っているのであって、

他の地運協の中ではコーディネーターが抜けているから意図的にメンバーに加え

ていかないと学社一体という大きな理念がありますが、末端が実行しようと思っ

たときに情報がないと卒なく交流していくことはないと言いたいのです。  

（副会長）柴崎学習館では一小が隣にあって学社一体を実践しようと思うと先頭になるの

ですが、館長からそういう話が出て「僕がまずコーディネーターと話してみます」

ということで、それが始まりになって地運協に出てもらったりしようという話を

センター長がしているのだと思って納得しました。いきなり毎回出てくださいと

いうのはコーディネーター側には無理なのかなと思うので、きっかけを作っても

らうという話で進んでいるのだと思います。 

（Ｃ委員）もう 2 回やっているので、特別に枠を作って会議をしているので 3 回目の時に

はコーディネーターさんにお願いしてもいいかなと館長さんとお話をしています。

前例がなくて突然出てほしいと言っているわけではなくて、情報を定期的にほし

いということを伝えれば、どなたかが交代でも参加してもらえるのではないかと

いう話をしています。 

（会 長）ありがとうございます。間にコロナも挟まってしまったこともあって、地域学

校コーディネーターさんが地運協に出てもらおうという取り組みがすべての館で

できているわけではないですよね。コーディネーターさんのバックグラウンドが

違うので学習館ごとに同じようには進まないと思います。各学習館ごとにどのよ

うにやったかの報告をしようという話もあったので、すべて先送りにして大丈夫

かなと思いますが、1 月か 2 月に地域学校コーディネーターさんとの頻度やどのよ

うな形でやって、成果や課題は何かということを振り返ってみて、仕組みという

ところに向けた意見交換をしていけたらと思います。それでは評価表に戻ります

が、「Ⅲ-1-②」仕組みづくりの内実のことをご意見をいただいたわけですが、文

章で表現すると書ききれない部分もあるかと思います。いかがでしょうか。（なし）

それでは 13 ページ「Ⅲ-1-③」です。少し指示語が多くなっていますね。 

（副会長）「今後は、その」がいらなくて「今後は内容の充実」ですね。  

（会 長）なくても意味は通じますね。 

（Ｆ委員）3 行目の「また」がいらないと思います。 

（会 長）ここも不要ですね。あと、5 行目の「その」も不要で「方法ではないでしょう

か」に続きます。「また」と「その」をふたつ削りました。そのほかに内容も含め

いかがでしょうか。 

（Ｃ委員）立川市民科というのは教科化されたのですよね。 

（会 長）学校教育の方ではなりました。 

（Ｃ委員）最後の部分の「内容の充実やカリキュラムの開発である」となっていますが、

実際はカリキュラムがあって評価があるわけですよね。 

（会 長）最後の部分は生涯学習に関する立川市民科の話をしているのだと思います。学

校教育に比べてプログラムやカリキュラムの開発をした方がいいとどこかに書い

てあったかと思います。 

（Ｃ委員）これは生涯学習の方の立川市民科の話なのですか。 
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（会 長）これは生涯学習における立川市民科をもっと充実させましょうという話です。  

（副会長）カリキュラムという言葉がはいっているのがよくないのかもしれませんね。 

（Ｃ委員）それもあって学校教育なのかと思いました。 

（会 長）生涯学習だと「プログラム」ですか。それでは、「カリキュラム」を「プログラ

ム」にしましょう。他はいかがでしょうか。 

（Ｂ委員）「動画や SNS」と書いてありますよね。これが気になる言葉で簡単に SNS と使っ

ていますが、他の表現はあるのですか。 

（会 長）どなたかいい表現がわかる方がいたら教えてください。最近はつい SNS と使っ

てしまいますね。正式には「ソーシャルネットワークサービス」です。 

（Ｈ委員）そのように書くと、なおわかりづらくなりますね。「電子媒体」というのも少し

違う気がします。あとは「インターネットを利用して」という表現ですかね。 

（会 長）「インターネットを利用して動画や SNS など」になってしまいますね。 

（副会長）難しいですね。 

（Ｃ委員）立川市民科を広く市民に知ってもらうために西砂学習館で話に出たのは、学校

で学んだものを学習館という施設を使って、広報物を置いたり発表の場を設けて

学校に行かなくても成果を伝えたりすることもどこかに盛り込めないかと思いま

した。動画や SNS で発信すると同時に学習館で成果を発信するようなことも入れ

たらいいかなと思います。 

（会 長）それは別の項目にあったと思います。 

（副会長）ここで言っている市民科は学校のことではないですよね。つまり、市民自体が

行っている市民科の事業を発信すべきだと言っているので、性格が違っているの

ではないかと思います。 

（会 長）Ⅰ-2-①「交流の場や機会の提供」が近いかと思います。 

（副会長）学校教育の市民科と市民が行う部分の…。 

（会 長）接合する部分の評価のところには入ってくるかと思います。 

（Ｃ委員）地域活性化講座の中に立川市民科が関わる部分だけ動画や SNS で発信するとい

うことを書きたいということでしょうか。 

（副会長）ここの書き方はそうですね。 

（Ｃ委員）どうしてそれだけになるのですか。 

（副会長）ここの書き方はなので「学校との交流が必要だ」みたいなことを加えるかどう

かですね。 

（Ｃ委員）計画で学習館に求められているものがそういったものだったから、学習館が学

校の立川市民科の内容を広く市民に知らしめるひとつの場所ですということを考

えていきなさいということですよね。なので、そういうことを入れていくべきで

はないかと思って話をさせていただきました。 

（会長）立川市民科を知らしめるために学校教育における立川市民科に市民が触れる機会

を持つということも立川市民科について知ってもらうきっかけの一つということ

ですね。学校教育における立川市民科と生涯学習における立川市民科は一体とな

って推進していこうという考え方なのですが、学校の方は進められているけれど

も生涯学習の方はもう少し頑張ろうという文脈になっています。ここでは立川市
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民科の推進という目標なので、立川市民科をもっと多くの人に知ってもらうため

には学校における立川市民科を生涯学習の方で発信したり交流したりすることに

なると少し複雑になるかと思います。 

（Ｃ委員）実際そういうことを求めているのではないですか。学社一体の答申の 14 ページ

のところには地域学習館が学校教育に行ける立川市民科とどのように関わったら

いいかというのが書かれていたので、学習館の施設を使って、広く市民に立川市

民科を知らせるということは学習館で行っている立川市民科の活動をさらに子ど

もたちに還元していく活動でもあるわけですよね。我々は地域を知るという活動

を学習館を通して住みよい地域をつくるために講座を開いているわけですから、

学校教育とも一体化していると思います。 

（会 長）確かに大きな目標はそこなのですが、先ほども言いましたが、アンバランスな

状態にあります。学校教育では進んでいますが、生涯学習では進んでいない状況

なので、生涯学習における立川市民科を充実させたり知ってもらいましょうとい

うことです。Ｃ委員が言うように将来的には学校教育における立川市民科と生涯

学習における立川市民科を一体的に進行していくのがいいのですが、その段階の

内容を提起するほど生涯学習における立川市民科が進んでいないという状況なの

で、今のご提案が俎上に載らないというのが実情かと思います。 

（Ｃ委員）わかりました。 

（会 長）学社一体のところから言うと、学校で子どもたちが作った作品や学んだ成果を

発信したり、市民と子どもが一緒に何か取り組んだり、逆に地域の取組を学校で

発信したりするとお互いの理解が深まっていくと思いますし、それが実現できた

らいいと思いますが、そこまでたどり着けていないかと思います。SNS 問題が解決

していませんね。 

（Ｆ委員）動画や SNS という現代にある一般的なツールを例として挙げただけということ

かと思います。 

（会 長）だいぶこの表現で伝わるようになってきていますね。行政的にはこのような表

現で通じるものでしょうか。 

（事務局・管理係員）「SNS」は使っています。 

（会 長）伝わらないほどではないということですね。いい表現が思いつきましたらご提

案いただければと思います。続いて「Ⅲ-2-①」です。事務局の自己評価はＣとな

っています。 

（副会長）私が書いた部分でもあるのですが、ここではいろいろなことを学習館の職員に

求めています。ただ、学習館の職員を現実には減らしていますよね。なので、人

員を充実させないとできないことだということを認識しなければいけないと思い

ます。今のスタッフに次々と新しいことを要求してもやりきれないという現実を

見ていると感じます。 

（会 長）それでは 1 行目の最後のところに「職員の能力発揮を支える職員体制の検討が

必要です」とか入れますか。 

（副会長）センター長もそのようにお考えでしょうか。 

（事務局・センター長）今は職員が少なくなっていて会計年度職員を置いて、何とか回し
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ているのですが、柴崎学習館でいうと地域活性化講座をメインでやりたいけれど

も建物の管理という仕事がすごく多くて講座ができないとかの問題があるのが現

実で、文教委員会に出している案件のほとんどは施設がらみの報告となっていま

す。人事に関しては職員の構成などの要望を年明けから進めるのですが、新しく

地域学校コーディネーターの仕事が去年から入ってきたので、職員体制は気にな

っているところです。 

（副会長）地運協側から見ると、職員への要求が増えていっているので職員体制を充実さ

せる必要があることを書いてセンター長を応援する必要があるかと思います。  

（Ｅ委員）副会長のご意見に賛成なのですが、立川市だけじゃないかもしれないですが、

学習館の職員のグループが課題別にあって共通の講座を実施しようということが

行われています。新しい職員の方も学習館の職員として研修を積んで育つのでは

ないかと思いますので充実させる必要があるかと思います。 

（会 長）1 段落目の終わりに入れるのがいいと思うのですが、「何々のためには職員の配

置や体制を充実させることが必要です」と入れるにあたって、何々の部分には何

を入れるのがいいでしょうか。 

（副会長）「そのためには」 

（会 長）「そのためには」でつながりますか。 

（副会長）先ほど「その」を削ったばかりですが。 

（Ｆ委員）更なる生涯学習ということが市民の中に浸透しているとは思えないです。活動

内容や学習館が生涯学習の地域の拠点であるという認識もないような気がするの

で、生涯学習に対しての思いを高めていくような働きを学習館の職員にしていた

だくためには今の体制では荷が重い気がします。先ほどの地域学校コーディネー

ターとの交流にしても先ほど言っていたように関わっていこうとすれば、それだ

けで時間がとられてしまいます。「生涯学習を推進していくには」という言葉が最

初にあるのですが、立川市民に浸透していくには現実的に市民生活の向上に生涯

学習が役立つような働きをしていくという本来の目的を達成するためのようなこ

とが書ければいいかと思います。 

（会 長）それではこのような形でどうでしょうか。「地域に根差した豊かな学びに多くの

市民が参加・参画することを支えるためには職員の配置や体制を充実させること

が不可欠です」大上段の一番の目的のためには職員の能力開発、配置や体制も大

事だということです。一段落目の最後に今の文章を足していただく形でお願いし

ます。他に何かございますか。 

（Ｇ委員）貸館としての仕事を合理化するか、アルバイトの人を雇うとかしないと学社一

体をやり遂げるにはあまりにも負担が大きすぎると思います。むしろ学社一体の

ことを考えると役割は大きくなっていますので、業務を切り離さないと手が回ら

ないと思います。 

（会 長）事務的な部分とコーディネートする部分を職員がやるのは厳しいのではないか

というご意見ですね。この問題は根幹の部分にあたる大事なご指摘だったと思い

ます。ありがとうございます。 

（Ｄ委員）読めば読むほど職員がかわいそうに思えます。バックには地運協にいるので、
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渡せるものは渡していただく方が動きやすいのではないかと思います。 

（会 長）ここでは職員さんを批判しているというよりは能力を培って発揮できるように

体制を作ってくださいというのが本来の内容なのですが、主事講習を今年若手の

職員さんが受けられましたが、取りに行かせるバックアップにとどまったという

ことで体制整えるというところも大切ですね。他に何かございますか。  

（Ｅ委員）先ほどセンター長の話にもありましたが、柴崎学習館の職員の負担が異常で、

その原因が複合施設になって施設管理が大変になったことだと思います。逆に複

合施設のメリット活かすような取組みをすると負担が大きいのではないかという

気もします。柴崎学習館は特別な体制が必要で施設管理は施設管理で配置しない

と大変だと思います。柴崎は副会長でしたか。 

（副会長）柴崎学習館は正規の職員が 2 人で、会計年度職員は素晴らしい企画をしていて

大活躍をしています。ただ、大変そうです。 

（会 長）何年たちましたか。 

（事務局・センター長）平成 26 年からです。 

（会 長）唯一の複合施設でこれから複合化していこうという話ですからね。学校と一緒

というのはこの先も特殊かもしれませんが、検証の必要がありそうですね。あり

がとうございます。評価表に戻ります。「Ⅲ-3-①」です。梅田委員・Ｉが担当し

ているのですが、事前にご欠席のお話をいただいていいたので、梅田委員・Ｉと

私で事前協議させていただいて最終案という形で今日ご提出させていただいてい

ます。 

（副会長）「また」というところで改行していただきたいです。内容があまりにも違います

ので。砂川学習館の建替問題というのが起こっていて、利用者や地域住民の声と

は違って設計側が進めてしまっているところが気になります。生涯審に話がある

わけでもないし、設計が先行してしまって教育施設なのにという思いがあるので

すが、この辺りはどうなのでしょうか。 

（事務局・センター長）責任を負うのは市で、予算が決まって、意見を聞いてその中で反

映できるものはするのですが、委託業者があって施設課がいて予算の部分があっ

て、主管課や図書館が入っている場合もあります。そういうところと協議しなが

ら作り上げていくというのが今の流れです。意見は求めたりするけれども責任ま

では負えないので契約している業者が提案して、庁内等の会議で揉んで基本計画

ができて基本設計ができて実施設計に向けていくというやり方になるので、こう

いう会議で議論するのは建物になると難しいと思います。 

（会 長）行政が責任を持つのは当然だと思うのですが、ここで言いたいのはプロセスの

中で利用する市民の声をきいてくださいということだと思います。錦学習館では

地運協で聞かれました。こういう計画があって何かご要望ありますかと。  

（事務局・センター長）砂川学習館でも地運協でアンケートを出してもらって利用者懇談

会の意見とそれ以外の意見をまとめて実施設計に取り組んでいるところです。  

（副会長）意見は反映して進めているということですね。 

（会 長）頻度や度合いにギャップはあるかと思います。 

（Ｅ委員）後で時間を取っていただきたいと思っているのですが、大きい施設のひとつに
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なるのに生涯審で議論しないというのはあり得ないかと思います。基本計画は聞

いてはいますが、市民ニーズに即した施設にしていくにはどうしたらいいかとい

う基本的な論議はここでも行っていく必要があるなと思います。 

（会 長）ありがとうございます。後ほどということでしたが、まず評価表を仕上げる必

要があります。表現としては、しっかり伝えているのですが前の文章に埋没して

いるような気がしますので、改行することで改めて押さえておくという表現はで

きるのではないかと思います。いかがでしょうか。 

（Ａ委員）今のまとめでいいと思っているのですが、生涯学習推進計画の方では立川市生

涯学習推進審議会などの助言を得ながら検討しますと謳っていて主な事業も生涯

学習推進議会事務だとなっているのに、進捗評価表では関係する主な事業は生涯

学習活動推進事業になっていてすり替えが起こっていると思います。地運協が一

番わかっているので任せてもいいかと思うのですが、計画を立てたときにこのよ

うな内容にしたのは失敗だったかなと思うのですが、生涯審が何もしていないこ

とについて、進捗評価で「何もしなくていいです」と書かないと計画と対比する

と我々が何もしていなかったということになってしまうので、とても気になりま

す。 

（会 長）その話で進めてしまうと前提が崩れてしまうのですべての評価表を確認しない

といけないことになります。計画の進捗評価なのですが基本的には行政の取組に

対して生涯審が評価するという枠組みで進めてきていますので、次期に向けて生

涯審の役割や位置づけについて計画との関係性のご意見をいただいたということ

で、あくまで事業の実施主体は行政ということで進めていきたいと思います。よ

ろしいでしょうか。 

（Ａ委員）わかりました。 

（会 長）次の表にいってよろしいでしょうか。（意見なし）続いて「Ⅲ-3-②」です。い

かがでしょうか。 

（Ｂ委員）簡単にまとめすぎたかなと思いました。 

（会 長）ここは細かく言いすぎると切りがないのでこのくらいでいいと思います。ポイ

ントは押さえていただいていると思います。ご意見ないので先に進みます。「Ⅲ-3-

③」です。ここは副会長のご担当でした。いかがでしょうか。 

（Ｅ委員）改めて見ると八ヶ岳山荘も入っているのですね。八ヶ岳山荘には年に 3,4 回行

くのですが、星空観察もやったりいろいろサービスがあるので、市民が活用して

ほしいと思います。周辺の市の施設がなくなってきていて、立川山荘は市民は学

習の場としても活用してほしいと思います。 

（会 長）視察とか行けるといいのですね。ありがとうございます。他にありますか。（な

し）これで 16 項目の検討が終わりました。前回検討したところは文言の修正がな

されています。また、ＡＢＣの評価が入っています。次回の 1 月の会議で、最終

調整、確定をしたいと思いますので、前半のところをお目通しをいただいて次回

にご意見をいただければと思います。もちろん今日の部分も含めてです。今日の

議論を通して計画の進捗評価に対する総評を考える作業なのですが、立川市全体

の生涯学習に関わる課題点がいろいろ提起されたので、意味のある議論だったと
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個人的には感じました。 

（3）令和４年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会第２ブロック研修会について（幹事

市） 

（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。3 種類ございます。立川市が第 2 ブロックの幹

事市になることから、だいぶ先にはなるのですが、頭出しをさせていただければ

と思います。今日ご用意したのは過去の資料で、次回の会議までに来年度行う研

修会のためにイメージをわきやすくするためにご用意しております。ご自宅で一

通り目を通していただいて、詳細については徐々に詰めていきますが、大枠とな

るテーマや講演会の後にグループワークをしたいとかやり方がいくつもあります

ので、構成も考えてきていただければと思います。一番上の資料は令和元年度か

ら令和 3 年度までの各ブロック研修会の概要となっています。続いて、先日の交

流大会で配布されました今年度のブロック研修会の報告があります。最後が平成

28 年度に立川市が幹事をした時の資料も配布しています。その時のテーマが『「社

会教育・生涯学習が溶け込んだまちづくり」のために、わたしたちができるこ

と』で、ワールドカフェ方式のディスカッションを行いました。社会教育委員

同士の交流に多くの時間を割いたことが高評価だったと聞いています。スケジ

ュール感ですが、来年の 10 月 29 日（土）を第一候補として、市役所の 101 会

議室で定員 90 名の部屋で実施したいと考えています。車で来られる方がいる

ことやグループワークを実施することも想定すると市役所が望ましいと考え

ています。場所は変更することができるので、場所も含めて実施してみたいこ

とがあれば次回の会議等で検討を始めますので、ご意見を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す。後ほど、その他のところで武蔵村山市で行われた第 2

ブロック研修会が行われましたが、来年は立川市が担当ということで皆様にテー

マだったり、形式だったり、講師だったり、場所だったりのアイデア出しをして

いただきたいと思っています。これは第 2 ブロック全部で 6 市で構成しているの

ですが各市の社会教育委員が集まって学び合おうという趣旨で開催しています。

過去 3 年まとめていただいたものでもいろいろなやり方があって、見学、講演、

お互いの自治体の活動報告、演劇、グループワークとあるので、立川市の特性を

活かした内容にするのもいいと思いますし、6 市で集まるので共有できる中身がい

いかなと思ってみたり、やり口としてはいろいろとあると思いますので、資料を

お目通しいただいて考えてきていただきたいと思います。報告書で厚みのあるホ

チキス止めになっている今年度第 1 ブロックから第 5 ブロックでどのような研修

が行われたかということの報告資料なのですが、各ブロックそれぞれレジュメや

パワポ資料がついていて詳細がわかる内容になっているので、イメージを膨らま

せていただければと思います。5 年前に担当だった時の資料をつけていただいてい

ますが、その時は参加して覚えているのですが、えんたくんというひざの上に段

ボールを載せて、自分たちの足が机の脚になって、その模造紙にいろいろ書き込

みながらおしゃべりするという内容でした。今はコロナなので難しいと思います
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が、面白いツールを使ってやったりして、高くなければ道具を買う予算がついて

いたりするので、その辺も考えてアイデアを練っていきたいと思います。今日も

立川市の課題等も出てきたので他の市の状況を知るというのもいいかもしれませ

ん。これは事前に出していただく必要はありませんか。 

（事務局・管理係員）日程的に余裕があるので次回スタートを切っていただいて大丈夫か

と思います。 

（会 長）年末年始に頭で考えてきていただいて、次回の会議でご意見をいただければと

思いますが、今期の私たちの任期が 3 月末までになるので、来期の委員さんがメ

インで参加することになります。継続で委員になられる方もいるかもしれません

が、来期に入ってから話し合いを始めますと間に合わないので今期にアイデア出

しをしておいて来期に詳細を詰めていただくことになります。ご確認やご質問あ

りますか。 

（Ｈ委員）時間は決まっているのですか。 

（事務局・管理係員）まだです。時間も含めて決めてください。 

（Ｈ委員）砂川の新田を歩くＤＶＤなんかは素晴らしい内容なので、流したら皆さんの参

考になるのではないかと思います。 

（事務局・管理係員）詳細は確認していませんが、前回実施した時はアール・ブリュット

を見学しにいくような企画もあったみたいなので、立川市の取組をご紹介してい

ただくのもいいかもしれません。 

（会 長）今のＨ委員のようにこれまでやってきたことの取組を振り返りつつ、こういう

議題がいいとかこういう素材がいいとか、それぞれ膨らませてきていただければ

と思います。まだ固める必要はないので、まずはいろいろな意見を出していただ

いて、そこから考えていくことになります。あと数回かけて検討していく内容に

なります。 

 

5.その他 

（1）令和 3 年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会第 2 ブロック研修会について及び

（2）令和 3 年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会交流大会・社会教育委員研修会に

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）（1）と（2）をまとめて説明してしまいますが、ブロック研修会が

12 月 4 日に武蔵村山市で行われて、詳細は資料はあるのですが、前半が拝島町の

榊まつり、後半が村山大島紬という織物のお話がありました。交流大会の方は翌

週の 12 月 11 日に行われて東京大会と 5 ブロック分の研修会の報告とその後に武

蔵国府太鼓といわれる有名な和太鼓をやられている方たちへのインタビューが行

われました。この研修会にそれぞれご参加いただいた方がいらっしゃるので感想

などをお聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。  

（会 長）第 2 ブロック研修会はＥ委員とＢ委員と私が参加しました。Ｅ委員何かご感想

ありますか。 

（Ｅ委員）地域の伝統産業である村山大島紬と昭島の榊まつりを継続・発展させるという
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社会教育の役割を大きく果たしているという話がありまして、大切なことだと改

めて認識しました。 

（会 長）ありがとうございます。Ｂ委員お願いします。 

（Ｂ委員）お祭りの方は昭和記念公園のこもれびの里に 2 本ほどのぼりを人力で立てると

いう話を聞いていたのですが、実は機械で行っているらしくて、人力でやってい

るのなら見に行きたかったなと思いました。ただ、立川の話も出てきたので少し

よかったかなと思いました。 

（会 長）祭りの方の話はずっと関わってきた方の話でしたが、節目というかトラブルと

いうか山場みたいな話があって、お祭りはこの日にやれとお上から言われたけど

自分たちはこういう伝統や歴史があるのだからその日にはやらないとか、学び合

って地域の人と一緒に運動をして守っていく。ただ守っていくだけではなくて変

わるところは変わって、住んでいる人たちの了解や応援ががないと続けられない

から情報発信をしていろいろな人を巻き込んだり、後任を育てたりして、それが

社会教育だなと思いました。村山大島紬は伝統文化を作っていくというお話でお

父さんと息子さんで継続してやっていらっしゃる家業で、周りの地域の方にも理

解してもらいながら価値を作っていきながら発信していくというのが古くて新し

いというのはこういうことなのかなと思い話を聞いていました。交流大会の方は

Ａ委員がご参加いただいたということでご感想をお願いします。 

（Ａ委員）各ブロックの研修会の話を聞いたものですから、多摩って一つじゃないのだな

と思って、多様性があってすごいと思いました。それぞれテーマも違って切り口

も違いました。創意工夫されていて、参加して視野も広がりましたし、社会教育

の多様性、自由度も再確認できたと思いました。二つ目としては、伝統文化が語

られていて、立川は古い歴史が少ないなと感じてしまいました。立川が華々しか

ったのはここ 100 年くらいのお話で、他がすごすぎてその前は何があったかなと

感じてしまいました。立川は 1000 年の歴史から言うと新しいまちなのだなと思い

ますが、諏訪神社、普済寺、玉川上水なんかもあるので、そういうことも活用し

てというか社会教育に取り込んでいく努力もしないといけないのかなと思いまし

た。三つ目として、お祭りを始めとして楽しみながらコミュニティを形成してい

くという場に生涯学習がなっているのだと発表を聞いて考えざるを得ませんでし

た。千年単位の伝統だけじゃなくて青梅の方では新しいお祭りに代わるような活

動が発表されていて、その大切さを感じました。4 つ目はＩＣＴやＳＮＳの活用が

積極的に行われてコロナ禍でも有効であって皆さん積極的だったなという印象で

す。 

（会 長）ありがとうございました。Ｅ委員からその他で何かありますか。 

（Ｅ委員）砂川学習館の改築に伴って、常設展示してある砂川闘争の展示コーナーを撤去

してほしいという一部市民の方から要望があって、議会で取り上げられています。

市の方は常設展示はせず、臨時的に展示はするという回答がされていました。あ

の歴史コーナーがつくられたのは第 5 地区の再編計画の中で砂川の歴史博物館を

つくってほしいという要望が出されて、それまで市民から寄贈されたものを展示

するという経過があったわけですけれども、問題なのは砂川闘争で子孫の方が属
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する自治会が砂川学習館に同居する、つまり学習館に会館が併設されるというこ

とで展示コーナーを見せつけられるのが嫌だったのか撤去してほしいということ

で、市は常設展示しないという回答をこの間の議会でしました。賛成反対あるの

ですが、大方の人は砂川闘争がなくても拡張がそのまま済んでいれば昭和記念公

園はなかったし、砂川は分断されて横田みたいになっていたと思います。歴史と

いうのは裏表あるのですが、受け止めて生きて世の中を考えていかなきゃいけな

いのに都合の悪い歴史はボツにするという発想があって、その延長として常設展

示を取りやめられたのではないかと思っています。学習する施設としては、歴史

を切り捨てていくという考え方を認めていくのはやっていけはいけないことだと

思っています。突然議会でそのように出されて、砂川の展示コーナーはいろいろ

な思いがこもって、ここで常設展示をやめるというのは問題があるのではないか

と思います。この会議で決議をとってほしくて言ったわけではなくて、こういう

状況が生じていることをご承知おきいただきたいと思います。砂川学習館だけじ

ゃなくて立川市だけじゃなくて重大な問題ではないかと危惧しています。以上で

す。 

（事務局・センター長）立川市の方で施設整備計画というのを作っていて人口減や財源の

問題を市長部局の方で議論して立川市の公共施設は 20％減築して作るというのが

議会で決まっていることになります。砂川学習館の複合施設に関してワークショ

ップの中に地域コミュニティを入れてほしいとかあって新しい建物をたてるとい

う内容で、議会が通って予算がついたということになります。財政の方としては

人口減と財政が厳しくなってきていることから減築することになっています。砂

川学習館は 3 階建てを 2 階建てにして、トータル的なことを考慮して、最後に教

育長から展示は壁面に展示をして、それ以外に企画展をやって砂川の歴史を残す

という答弁をしています。基本的には財政難と人口減があります。歴史に関して

は必要なので、壁面の展示や企画展をして残していこうというのが答弁の内容で

す。 

（副会長）私が理解していたのとは違っているところがあって、壁面には展示を残すとい

うことなのですか。 

（事務局・センター長）どういう内容を残すかわかりませんが、壁面コーナーは作ります。

どう残すかはこれからの議題です。 

（副会長）私たちは社会教育委員でもあるので砂川闘争がなければ、ここに座っているこ

とはないわけですから、歴史的な事実を残すということでやっていっていただき

たいと思います。 

（会 長）こちらはそれぞれのご意見を伺ったということにさせていただきます。そのほ

かにございますか。 

（副会長）平和都市宣言 30 周年企画案について学習館の代表者会議でこのようなことをや

りたいという話をしました。柴崎学習館運営協議会で来年、持ち回りで展示をし

ようということを提案したいと思っています。私たちは社会教育委員も兼ねてい

ますから知っておいていただきたいと思って配布しました。すでに地運協で決め

たのですが、学習館のスタッフとも相談しています。市民推進委員にも協力して
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もらえることにもなっているので、皆様にも協力をお願いできればと思っていま

す。学習館から出ている方もいらっしゃるので、こういったことを提案するとい

うことを知っておいていただければと思います。よろしくお願いします。 

（会 長）ありがとうございました。私からもプレ錦まつりというチラシが入っていたと

思います。東京学芸大学の授業の一環として、地域学習館の地域活性化講座とし

て運営協議会との共催事業として、今年度は最初からオンライン開催することに

なっています。1 月 29 日と 30 日で 6 講座を実施します。Zoom を使って実施しま

すので、周りの方にお声掛けをしていただけると幸いです。予行練習を年明けに

行いますので、もし協力いただける方いらっしゃいましたら平日の日中なのです

が、6 日と 13 日に行う予定ですので、ご希望される方は事務局経由でアドレスを

教えていただければとお誘いしたいと思います。地域に取材をさせていただいて

立川の素材を使って講座をつくるという活動をしていますので、アドバイス等い

ただけたら幸いです。よろしくお願いします。 

（Ｂ委員）幸学習館から、かわせみカフェでお茶とかは出しませんでしたが、無事に終わ

りました。13 時ちょっと前くらいから人が集まって、親子で参加された方が多く

て、マイタイムラインを作ったのですが、「防災講座行く」と言って来てくれた子

がたくさんいて楽しんでもらいました。2 階ではペットボトルの下を切って、電池

を入れて灯りを作りました。好評で最初から最後まで人が多くいるような形で、

窓を開けて気を付けて実施しました。ありがとうございました。 

（会 長）ありがとうございました。そのほかございますか。 

（事務局・センター長）12 月の補正予算で幸学習館のエレベーターを来年工事を行います。

歴史民俗資料館のエレベーターの工事も行います。それと普済寺にある六面石幢

の 6 面が全部とれまして今日京都に運ばれました。昨日、文化庁の職員と立ち合

いの中で細かなチェックをして京都に運びました。来年の 5 月にはまた、京都に

運んで修理事業が始まります。 

（会 長）その他よろしいでしょうか。（なし）それでは第 5 回生涯学習推進審議会を終わ

ります。ありがとうございました。 


