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令和 3 年度第 6 回立川市生涯学習推進審議会 会議録 

 

開催日時 令和 4 年 2 月 15 日（火曜日） 午後 6 時 30 分～午後 7 時 30 分 

開催場所 立川市女性総合センター（アイム）5 階第 3 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 

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．協議事項 

(1)令和 3 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)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） 

配付資料 1．令和 3 年度第 5 回立川市生涯学習推進審議会 会議録（案） 

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表（令和 3

年度実施） 

 

会議内容 

 

1．開会 

 

2．会長挨拶 

 

3．協議事項 

（1）令和 3 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 1 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

2 件ございました。助詞の追加ですとか漢字への変換漏れの指摘ですので内容に影

響を及ぼすものではございません。今日の会議が終わるまでに何かございました

らご発言いただいて、終了後に市のホームページに公開していきます。  

（会 長）ありがとうございました。この件につきまして、何かご質問等ありますか。（な

し） 

資料１ 
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（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 2 になります。すべての項目について会議の中で確認を終了し

ています。1 月の会議が延期になりましたので、本日の会議までに修正意見がある

場合、事前にご提出いただくようにお願いしておりましたが、特段ございません

でした。本日、多少時間を取らせていただいて、今日で完成とさせていただきた

いと思います。最終確認をよろしくお願いします。 

（会 長）少し間が空いてしまいましたが、皆様にご検討いただいた進捗評価表の加筆・

修正したものをメールで事前に見ていただいたと思いますが、この場でも見てい

ただきまして、お気づきの点がございましたら、ご意見いただければと思います。

これですべての項目が埋まった状態となっています。（意見なし）よろしいでしょ

うか。それでは、本審議会からご提出という形にさせていただきたいと思います。

ありがとうございました。 

（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）前回の会議で頭出しをして、過去のブロック研修会の資料を配布さ

せていただきましたが、本日の会議までにアイデア等を各自考えてきていただき

たいということをお話させていただきました。本番は 10 月 29 日の土曜日を予定

しています。現段階では、テーマですとか研修会の構成、呼んでみたい講師とか

大枠について話し合いをお願いできればと思います。詳細は来年度に詰めていき

ますが、本日の進捗具合によっては次回会議でも議論が必要かの検討をしたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。 

（会 長）確認をしますと、うちは第 2 ブロックで、立川市、国立市、武蔵村山市、昭島

市、東大和市、国分寺市の 6 つの市の社会教育委員及び職員さんの研修会となっ

ています。自分たちでテーマや内容を決めて学び合うというものとなります。一

応予算がつくので講師を呼ぶとか材料を買うとかの準備には多少補助がつきます

ので、できれば今審議している立川市の問題意識が他市の方と重なり合って、自

分たちが学びたいことを他市の皆さんと学び合うようなものが個人的にはいいか

と思います。テーマでも講師でも内容でもイメージでも結構ですのでこういうこ

とを取り上げたらいいのではないかというものやこういう人の話を聞いたらいい

のではないかということを今日は出していただいて、それから絞っていくという

段取りにしたいと思います。いろいろな方法で他のブロックでも行われていて、

その市の特徴を出したりするものもあったりしますが、いったん出してもらって

から立川市の特徴なんかも考えていけたらと思います。まだまとまったものでな

くてもいいので、これまで本審議会で協議をしてきたことでもいいですし、都市

社連協等の会議に参加されてこういうことをやってみたらいいのではないかとい

うことでもいいので、一人一個以上アイデアを言っていただきたいと思います。

ではどちらからいきましょうか。 



3 

 

（Ａ委員）それではこちらからいきましょうか。 

（会 長）それではこちらからお願いします。 

（Ａ委員）「防災教育」という言葉をよく使うのですが、災害が発生する前に災害を想定し

た、または、想定以上の災害を想定して何をしなきゃいけないのかをいろいろな

ところで話をしていただける方がいらっしゃって、話を聞くだけじゃなくて、災

害が発生したときにその場にあるものでテントを作るとか、2,3 日生きる術を教え

ている人たちがいます。そういう人たちに来てもらって、何が足りないのか、何

をしておかないといけないのかを教えていただくのですが、最終的にはコミュニ

ケーションの問題だとよく言います。今、想定しているのはあきる野にお寺をや

っている和尚さんがいるのですが、災害ボランティアをやっている人たちでユン

ボとか機械を持っていく人たちなのです。そういう人たちと話をしていると、災

害が発生する前にどのような学習をしておくかというのはとても重要なのですが、

その重要な中身というのはコミュニケーションだそうです。地域の人たちが被災

して、自治体が持ってくる水や食料を待っているだけでは何の役にも立たず、こ

ういう時によく使う自助・共助・公助という言葉の公助は 10%程度ほどしかあてに

なりません。自助のほとんどがコミュニケーションだそうです。災害が発生する

前にコミュニケーションが取れているかと災害で被災した時にコミュニケーショ

ンをとれる力をもっているかどうかが重要です。立川市には基地もあるし防災セ

ンターもあるので、立川で直下型地震があったら多くの人がこちらに逃げてくる

ことになりますよね。そうすると立川の防災で想定しているものだけでは間に合

わないはずなので、立川市民の数倍の人が被災をしてこの辺りにいるだろうと想

定すると、災害が発生した時にコミュニケーションをとれるリーダーがいて、知

らない人たちが来た時にはコントロールできる人たちだということが重要だそう

です。コミュニケーションという意味では研修会の中身として重要なことかと思

っていたところです。 

（会 長）ありがとうございます。防災教育ということで、ただ備えるだけではなくて普

段からのコミュニケーションの必要性も学ぶということですね。それでは順番に

お聞きしますので、Ｂ委員お願いします。 

（Ｂ委員）具体的な考えはなかったのですが、今のお話をきいて、自分たちの学習館で防

災の講座を立ち上げたのですが、どのような視点で立ち上げたかと言うと、普通

は一般の人たちを募集して学ぶのですが、地域の自治会等で防災担当に集まって

いただいて、課題等を出していただきながら考える防災というものを行いました。

どのように一会員の意識を広げていくかということを、担当の人たちに現状を知

っていただいたり、どのように対応するのかを学んでいただくことが必要な方策

ではないかとなりました。実際に避難所運営がスムーズに立ち上げられるのかと

いうことを危惧しています。組織はあってもしっかり機能するのか、避難所ひと

つとっても多くの課題があるので、人を振り分けながら運営するというのは相当

な能力が必要になってくると思います。自助の部分でどれだけ地域の人たちとコ

ミュニケーション力のようなものを培っていけるのかと思っています。ましてや、

西砂エリアなので公助は期待できず、道路は寸断して物資も届かないだろうと、
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立川市のでも陸の孤島に住むような形になると思います。そうなると自分たちの

身の回りにあるもので 1 週間くらい生き延びないと公助の援助はいただけないの

ではないかと思っています。このお話はいい学習になるかなと思って聞いていま

した。 

（会 長）ありがとうございます。地域の中での防災講座というか、実践につながるよう

な学びと防災活動についてのお話だったかと思います。それでは、Ｃ委員お願い

します。 

（Ｃ委員）武蔵村山市の研修会に参加して、次回は立川だと思って参加していたのですが、

立川市から発信をするとしたら「立川市民科」があるのではないかと思います。

立川市民科と言っても理解してもらうのに相当時間がかかってしまうので、その

まま出しても難しいと思っていますが、生涯学習になるので、子どもが地域の学

習施設と関わって学びの場を広げていく中で、地域の方から学校だけでなく学び

の体験を培っていくということであれば立川市民科を理解しやすいかなと、それ

ぞれの市で子供と地域学習施設を念頭に置いて取り組んでいるわけで、地域の状

況を出し合えば面白いのではないかと思います。一言でいうと「子どもと地域学

習施設」のようなイメージですね。 

（会 長）ありがとうございます。子どもと地域学習施設でもあるし、立川市民科という

エッセンスから言うと次世代育成にもつながりそうですね。続いて、Ｄ委員お願

いします。 

（Ｄ委員）立川独自のものということで先ほど防災の話がありましたが、防災基地や備蓄

倉庫があったり、国文学研究資料館や国立極地研究所とか、多摩 6 市の中で立川

市にしかないものに絡めてお話をするといいかと思います。コロナの影響で以前

ご講演いただいた岩室紳也先生という感染学が専門で社会教育にも強い先生に吉

祥寺でご講演いただいたことがあるのですが、その先生はコロナ禍におけるコミ

ュニケーションをテーマでお話をされているので、また聞いてみたいと個人的に

は思っています。 

（会 長）ありがとうございます。防災の話と立川ならではの機関や組織にフィーチャー

するというのとコミュニケーションといくつかテーマいただきました。それでは、

Ｅ委員お願いします。 

（Ｅ委員）コロナの中で新しい生活様式と言われていますが、人と人がつながっていくこ

との大切さをお話してくださる方がいるといいなということと、幸学習館でも毎

年防災講座をやっているのですが、その中で避難する場所が学校や施設だけでは

なく、自宅や近くの場所を利用できるのではないかという話に反響があって、年

に何回かやってほしいという声もあるので、コロナ禍でどのように人とのつなが

りを作っていくのかをお話聞きたいと思いました。 

（会 長）コロナがきっかけで人と人のつながりとかに対して防災という切り口もあると

いうお話をいただきました。続いてＦ委員お願いします。 

（Ｆ委員）立川市に特化しているわけではないのですが、コロナで外に出なくなったりし

て認知症になっている人が多いので、外に出ない、人に会わない、いつも化粧し

ている人が「あれ誰？」となったり、髪の毛が真っ白になっていたりするのを見
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て、何かいい方法はないのかと思いました。 

（会 長）ターゲットはシニアというか、人とのつながりや交流の話になりますね。  

（Ｆ委員）外に出ることが怖いということばかり言いますね。 

（会 長）まじめな人ほど感染予防して、それによって心身の方が衰えてしまうというこ

とですね。ありがとうございます。Ｇ委員お願いします。 

（Ｇ委員）二つ申し上げます。今年度第 3 ブロックで実施していた「シビックプライドで

活性化する地域コミュニティ～住民の役割と行政の関り～」ということで東京理

科大学の先生が地域の学びとシビックプライドについてご講演いただいて、後半

は市民団体と地域活性化ということで、事例発表をしながらディスカッションを

したということでした。個人的には興味のあるテーマだと思いますし、皆さんも

何かしらの形で関わっている共通のテーマだと思いますし、うまくいっていると

ころが少ないとすると良い学びの機会になるかと思います。二つ目は、地域学校

協働本部活動についてで皆さんの関心が高いかと思います。コミュニティスクー

ルについて取組については、強弱があるところだと思いますし、立川市でも取り

組んでいますがうまくいっていると言って胸を張るところまではいっていないと

いうことで反省点も言えるし事例も言えるということで皆さんから検討の切り口

で話題提供ができるだろうと思います。立川は進捗は遅いかもしれませんが「学

社一体」という特別なことを言っているので面白いかなと思います。 

（会 長）ありがとうございます。シビックプライド、地域コミュニティ、地域活性化の

話と地域学校協働本部事業の二本を出していただきました。続いて、Ｈ委員お願

いします。 

（Ｈ委員）私の立場上、学校教育になってしまいますが、最初に出ていた防災の話題につ

いて、都立高校では生徒たちが今はコロナで止まっていますが宿泊でやったりし

ていました。立川には防災館や立川断層の話題があったりしますから、防災関係

の人に聞いたところ、大きな地震があったときに人口の 3 分の 2 が集まっている

区部の救援が優先されるので多摩地区は 1 週間耐えてくれと国の人がおしゃって

いました。それで学校にいるとき慌てて地域の人と一緒に防災の組織を作りまし

たが、子どもたちの教育は止められないのでバランスを見て訓練をやっていまし

た。意外に防災関係の人が地域にいるという印象で、その時は東京都の防災をや

っている人にアドバイスをもらいながら行いました。それと SDGs なんていうのも

どうかなと思います。去年、東京大学の北村教授にご指導いただきながら研究を

進めてきているところではありますが、ある意味未来型でやっていかなくてはい

けないというところでは、学校でも取り組んでいるので、そういったものも一つ

かなと思います。コロナ化で ICT のことも出てきていて、若い人たちだけじゃな

く全員学んでいかなくてはいけないかなと思います。東京学芸大学の高橋准教授

に来ていただいて一年間研究を進めていたところではありますが、学習形態をオ

ンライン化しているので、個別最適化に変えていこうという。学習を子ども一人

一人に合わせて課題をこなしていくとか、子どもが目標を設定してやっていくと

か、それだけではいけないので協働的な学習ということでパソコンを使いながら、

対面でも進めています。コミュニティスクールのお話では、三鷹市では大々的に
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進めていて先進的なところが身近にあります。地域と学校との連携というところ

で、学校だけで完結ということは考えていませんので、地域の方と一緒に育てて

いくという考え方で、そういう意味では学校と地域の連携を生涯学習の分野で考

えていただけると学校も大変ありがたいかなと思います。余談というか付け加え

させていただきますと、立川市には先進的な施設が二つあって TGG という英語村、

英語だけを話す子供向けの施設が立川駅のすぐそばにできます。それと立川国際

中学校の付属の小学校ができて、都立で初めて小中高の一貫校ができます。ここ

も英語の力を伸ばしていこうということがありますので立川市は多摩地区の中で

先進的で東京都でも注目されている地区だと思います。生涯学習の推進という大

きなものを東京都としても期待している部分があるのではないかと思います。  

（会 長）ありがとうございます。多くのトピックを出していただいて、防災、SDGs、ICT、

オンライン、コミュニティスクール、多文化共生のあたりにも触れていただきま

した。続いて、Ｉ委員お願いします。 

（Ｉ委員）私は障害者に対してどのくらい理解できているかということで、日本語対応手

話通訳という講座に参加していて去年からコロナで中止になっているのですが、

全国で 2 か所しかやっていないようです。中度失聴の方を対象とした手話になり

ますが、そういった取り組みがあったり、手話サークルが立川には多くあります

ので、そういった方たちがどういう活動をされているかとか、講習が以前あって

災害の時に聴覚障害の方とかがどうやって逃げるとか集まるとかそういうことを

講習でやって、地域の防災の方が防災のラジオを全戸に配るのはどうかという提

案があったのですが、耳が聞こえないので、聞こえる人が教えてあげればいいじ

ゃないかという話もあって、地域の方とアイデア出しとかもして、どうやって取

り組んでいったらいいかを発表してもらったりしました。私は、視覚障害の方と

かも仕事でお会いするのですが、どのようにサポートするのか、災害時どのよう

に対応するのか、視覚障害の団体の方に来てもらって話をしてもらったりするの

もいいのではないかと思います。 

（会 長）ありがとうございます。当事者の方を呼ぶというのもいいですね。障害者の生

涯学習というのもここ数年国が力を入れていたりするのでトピックとしても現代

的なテーマで切り口もいくつかありそうですね。それでは、Ｊ委員お願いします。 

（Ｊ委員）特に感じているのがコロナという前代未聞というか世界的なことで影響を受け

ていることを前提に地域と学校の連携ということの未来像について、皆さんとデ

ィスカッションできたらいいなと思っています。 

（会 長）ありがとうございます。地域と学校の連携の未来像をコロナを踏まえつつとい

うことですね。 

（Ｊ委員）その中に ICT 化とか様々な今までなかったような媒体で教育を進めなきゃいけ

ないとかいうことも含まれるかと思います。 

（会 長）ありがとうございます。それでは、副会長お願いします。 

（副会長）学芸大の学生がユニークな取り組みをしているということで、全国ともつなが

るし、小学生ともつながるということで、それを紹介したらいいのではないかと

思います。講師は先生に来てもらうのではなく、やっている大学生に来てもらう
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のがいいのではないかと思います。実際にやり取りをしてもらって、普通は ZOOM

を使って講座をするとかはやっているかもしれませんが、極めてユニークな取り

組みを紹介して、このようなやり方もあるということが広がると良いなと思いま

す。 

（会 長）ありがとうございます。1 月末に皆様にもご協力いただいてオンライン講座を 6

講座やりました。6 チームいましたので。参加者集めは職員さんや委員さんのご尽

力で、参加者があまり多くはなかったのですが、オンライン講座をやってみて、

シニア向けのもの、子供向けのもの、中高生向けのものもあって対象も様々だっ

たので、こちらもいい材料集めになりました。オンラインだったということもあ

って鹿児島の小さな島の中学校の先生が興味を持ってくださって、学校でパソコ

ンを設定していただいて、中三の子 4 人がフードロスをテーマにした SDGs の内容

に参加していただきました。学生とワークショップのようなことをしたり、学生

が立川の給食センターに行って取材してきたものを紹介したりしました。学生は

立川の子どもを対象にして企画して、立川の子どもの参加はなかったのですが、

広がりや可能性を感じました。その中学校も熱心で子どもたちが自分たちで学習

活動をしていることもあって、先生がつないでくださったということがありまし

た。私の意見になりますが、大学やいろいろな機関と連携・協働している事業と

いうのがたくさんあると思うので、そういったものもひとつのテーマかなと思い

ました。立川市は周りの市と比べると立川市民交流大学や学習館とかあるので、

自前でやっている事業も多くて特徴的だと思います。行政と市民との協働や大学

や企業などの機関と連携によって裾野を広げるという事例を挙げるとか、連携し

ている人とかに来てもらって、どうやったらもっと連携できるかとかの話ができ

たら面白そうだなと思います。あとは、国立市の方でも連携がテーマになってい

て他市も興味のあるところかなと思います。もう一つはコロナの中でのどういう

事態に陥ってどういう試行錯誤をして、これからマイナスの面ではなく新しい取

り組みをできるようになったことをどのように展開できるかというのを各市の実

態と取組を紹介した後にお互いに意見交換するのもいいかと思います。学校に比

べてオンライン化はそこまで進んでいないと思いますが、オンラインでやれるこ

ととやったらいいことと対面だからこそ必要なことが少しずつ見えてきたような

気がするので、生涯学習が大切にしなくてはいけないことをディスカッションす

るのがいいかと思います。次のは採用はされないと思うのですが、社会教育委員

だったり生涯学習推進委員だったりすると計画をたてることことに携わると思う

のですが、今回私たちがやったように評価をするとか、自治体によって全然違い

ます。市全体の生涯学習の推進に関心を持って意見を言うのが委員の役割なので、

計画をたてるということとどう読み取って生涯学習の振興につなげていくかとい

うことを委員の立場として、どのようにやっていて、これからどのようにやって

いくのかということを、他の市は違うねということを出し合うのもお互い参考に

なるかなと思いました。少しテーマが固いので採用されないかなと思いながら言

ってみたというところです。ありがとうございました。たくさんアイデアが出て、

それぞれ深めていったら面白そうだし、幸学習館は防災教育をとってもどういう
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切り口でいくのかだけでもいろいろあるので楽しそうだなと思いましたが、今日

結論を出さなくてもいいので、事務局と相談しながらジャンル分けしていただい

て整理したいと思います。そもそも今期でテーマを決めなくても大丈夫でしょう

か。決めた方がいいですか。 

（事務局・管理係員）決めていただくのが望ましいくらいです。 

（会 長）候補を出すくらいでも大丈夫ですか。 

（事務局・管理係員）大丈夫です。 

（会 長）次期の委員さんが大変になるだけということですかね。 

（事務局・管理係員）そうですね。 

（会 長）今日出した意見を揉むということで、絞れたら絞れたでいいし、これとこれが

いいという複数案を出してもいいかと思いますので、皆さんの方でも出た意見を

考えてきていただいて、こういうやり方があるなとか、こういう内容ならこの人

呼んだ方がいいなとか考えてきていただければと思います。できれば整理した資

料を会議の前に皆さんにお送りできると準備しておくことができますよね。次回

がいつでしたか。 

（事務局・管理係長）3 月 8 日です。3 週間後です。 

（会 長）1 週間前に送るとなると 2 週間くらいで準備をしないといけませんね。今日の

段階で言いそびれたところや補足しておいた方がいいところはございますか。（な

し）それでは、次回に向けて論点を整理させていただいて次回に改めて協議いた

だきたいと思います。それでは第 6 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。 


